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★ 第十三年ラ:レヴーオ•オリエンタ第十二號 ★

DE NIA VIDPUNKTO
, （Esp.の立場からさけぶ） & Nishida

En la bone konata gazeto The Rising Generation ni legis la vortojn 

koncernantajn lingvojn internaciajn ĝenerale, skrib让ajn de estimata S-ro 

Joŝisaburo Okakura. Ke liaj vortoj akcelos eraran komprenon pri Esp., ni 

timas・ Per sama okulo li rigardas lingvojn internaciajn; Volapŭk, Esp., Ido, 

Novi al k.a. Ilin li ĉiujn traktas en sama rango kaj vico, kaj diras,
"Eeing artificial they seem doomed to go the same way as the Frankenstein monster. 

We cannot get 4 drunk9 in an artificial language: too regular and formal for our sentiments 

and emotions. There are besides, di伍cultics of the supply of vocabulary to be met with. As 

vet no adequate dictionaries and literary backgrounds have been furnished to fali back on. 

The glow and growth of our heart and soui must constantly be reflected in the words we 

use in the transmission of our ideas. No glow and growth of our heart and soui is possible 

in an artificial language, beyond the shcen of a bad "lobster ゝ in the cella匕"

En estinteco kaj estanteco estis diversaj projektoj de lingvoj internaciaj- 

Sed ni ankaŭ havas rajton postuli ke oni distingu Esp. el serio da aliaj 
sistemoj. Ĝi estas kvante kaj kvalite malsama de aliaj; Volapŭk kreita de 

dogmema pastro, Ido de Bofron, filitro, k.c. Ĝi nun havas milionojn da 

uzantoj tra la mondo, multon da literaturoj, inkluzive je adekvataj vortaroj, 

kaj siajn koron kaj animon, naskite en internacia vivo, kaj por tio servadas- 

Fakto nesilentigebla! En alia numero de tru gazeto : 一仪法樣式の簡單である 

こと,發音綴字の平明な點などに於て歷史的に發達した自然の國語のどれよりも國際的の符號 

として長所が多いとも云へないことは無いが，何分一種のFr：mkenst&ii monsterで人間の血の 

通ってゐない細工物は畢竟するに人間の心情を宿すに足る生きた器とはなリ得ないのである•』

Antipode oni ofte rigardas " artificial ° kaj naturan. Nur relativa estas 
diferenco inter ili. Diris Adam Sm让h, angla ekonomiisto, ke lingvo estas 
"artificial.'' Jes, ĝi estas homa produkto de cerba laboro, sed ne spontanee 
natura. Tamen ĝi estos natura tiel longe kiel ĝi estas sub la rego de 
blinda forto neracia.

Proponis al ni genia Zamenhof sian lingvan prototipon post longa 
eksperimentado, kaj ĝia perfektigo estis kolektive farata de la uzantoj en 
praktika procezo. Racionale Esp. submetis sub si la leĝojn kiuj funkcias 
spontanee kaj blinde en naturaj lingvoj. " ArtificialM estas ĝi nur en tia 

senco ke ĝi estas natura lingvo reform让a kaj racionaligita sub la kontrolo 
de racio kaj celkonscio- Ĝi estis kreita en la esenco de funkciantaj naturaj 

lingvoj- Ĝi estis konscie konstru让a per la vivantaj materialoj sin trovantaj
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en ili. Kaj ĝi estas " artificial"same kiel tia estas kulturo. Tio ĉi pruvas 

ke ĝi estas la produkto sub la alta racionaligo kaj kontrolo de racio en 

la alta evolua stadio de naturaj lingvoj・ しa venko de homa cerbo en lingva 

sfero! Ni iros al aliaj temoj kun la espero ke oni formetu sian miskomprenon 

pri Esp. Se ni ne estas pedantaj, la simpleco kaj reguleco kreita sub racio 

nenion malhelpas. Simpla kaj regula, kompare kun naturaj lingvoj kie nur 

regas histria blindeco absurda! Nur pro tio, farita tirite el komplikaj 

elementoj de naturaj lingvoj, sed ne arbitre, estis ja garantiita la sukceso 

de Esp. Altaj kvalitoj sub racia kontrolo kaj racionaligo! Ni vidos alian 

flankon. Tro regula kaj formala de Esp. ne estas la rezulto de arbitreco, 

sed venus de ĝia morfologia strukturo mem, kiu estas aglutina, malsame 

je flektiva lingvo angla k. a. Orienta karaktero de gramatiko kaj okcidenta 

vortaro! Sintezo! " Esp., estante lau vortaro lingvo okcident-europa kaj

roman-devena, samtempe lau sia strukturo pli similas la lingvojn ekster- 

europajn. Konservinte homogenecon de la vortaro, ĝi sukcesis adaptigi tiun 

vortaron al la lingvo strukturaj tradicioj ekstereuropaj. Do Esp. estas iusence 

lingvo efektive internacie, interlingve konstruita.^ " Komparante la grama

tikan sistemon de Esp. kun la gramatikaj sistemoj de aliaj lingvoj, mi konstatis 

jam ĉe studado de Esp.-morfologio, ke tiu gramatik-sistemo estas principe tute 

malsama al la gramatikoj de fleksiaj eŭropaj lingvoj- Gramatiko de la 

lingvo Esp. estas ne roman-devena kaj eĉ entute ne hindo-eŭropa-devena. 
Gi posedas tute specialan karakteron de perfekta lingvo aglutina." Sajnas 

ankaŭ Esp. tro formala kaj regula por sentimentoj kaj emocioj kaj internacia 

"符號"por tiuj, kiuj celas alpreni flektivan lingvon anglan kiel helpan 

lingvon internacian. (Ankoraŭ restos lingva handikapo. Absoluta privilegio 

por angloj. Blindaj idiotismoj. Terure kaosa ortografio nesavebla. Labirintaj 

akcentoj. Neinternaciaj prononcoj. Neregulaj verboj kaj eĉ substantivoj. 

Anglaj Kutimoj. Cio kaprompiga! Anglic, Panoptic English, inkluzive je 

Basic English, estas konvenaj por tiuj, kiuj loĝas en la potencaj regnoj, kie 

oni parolas angle por sia vivo. Sed por ni, japanoj ? Dubeble, ĉu francoj, 

germanoj k. a. konsentos Basic English kiel1.i. Esperanton, kiel ŝlosilon al 

eŭropaj lingvoj \ Ke tio al mortas bonan rezultaton, estas fakto.) Por tiuj 

ŝajnas tro formala la ekstereuropa karaktero de gramatiko, kion havas Esp. 

pri la vivo de siaj organoj・ Konkludo. " Estas abunde elprovita per prak
tikado la taŭgeco k. facileco de Esp. por &uj eŭropaj nacioj. Antaŭ nelonge 
la sukcesoj de Esp. en Japanujo k. Ĉinujo pli firmigas nian tezon pri tio, ke 

en Esp- ne estas io gramatike netaŭga k. nealprenebla por japanoj kaj ĉinoj.
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Retrospektive rigardante la gramatikajn fenomenojn de la tuta lingva 

mondo ni vidas, ke ĉio Rrava, ĉio gramatike necesa en modernaj kond coj, 

respeguligas en la sistemo de Esp. en la formoj de pleja simplecoj

"Ni scias la ĉefajn kvalitojn de Esp<:1)internacieco de la komuneŭropa 

terminologio kaj vortaro, 2)la pleja simpleco de gramatiko.^ " Ni vidas ke 

Esp. en sia vortaro estas ĝuste tia, kia devas esti racie konstruita helpa inter

nacia lingvo de nia epoko/1 Ni skribos pri la vortaro kaj ĝia fonto, provizo. 

Morfologia sistemo de Esp. faciligas esprimon de la plej delikataj senc- 

nuancoj.M Ekz., de radiko bov' ni povas derivi; bovo, virbovo, bovino, 

bovido, virvobido, bovidino, bovaro, bovejo, bovisto, bovaĵo, bovidaĵo ktp. "En 

angla, 〇x, bull, cow, calf, steer, heifer, herd (of cattle) byre, herdsman, beaf, 

veal, bovine ktp： Esp. vortoprovizo estas riĉa per si mem laŭ ĝia mekaniko 

de facila kaj eŭgenika vortofarado kaj derivado. u Novaj vortoj povas esti 

derivataj kaj uzataj laŭ bezono, kaj samtempe la ĝenerala vortaro de Esp. 

ne fariĝas pro tio tro ampleksa, ĉar novaj vortoj estas kreataj el la kombinoj" 

de ne nur radikoj, sed afiksoj. Tiu ĉi eco montras ke Esp. kontentigas 

internacia n bezonojn iau sia riĉa kaj nuanca esprimpovo. Ni vidu alian 

flankon de vortoprovizo. " La tiel nomataj vortoj fremdaj, t. e. kiujn la pli 

multo de la lingvoj prenis el unu fonto, estas uzataj en la lingvo Esp： 
Tio ĉi estas komuna regulo per kiu estas libere liverata en Esp. multo da 

vortoj; televizia ŝik' ktp. La komuneco de kulturo kaj ĝia teknika bazo 

.…kreas m on dam pl eksan komunecon de terminologio, komunecon de la 

granda parto de vortoprovizo en la lingvoj.") La grundo kaj fono de Esp. 
povas esti naciaj lingvoj kiuj estas uzataj jarmilojn, se ĝi ne estas miraĝo 

en la aero. Ne kontraŭstaranta, ĝi por si tiras el ili bonajn elementojn 
kiuj estas abundaj. (" La efiko de la naciaj lingvoj …manifestiĝas laŭ du 

vojoj. Unue per la adapto de frapantaj, spicaj esprimformoj, due per la 

pligrandigo de la Esp. vortotrezoro ••・つ

Esp. naskiĝis kaj kreskis kun arto kiu esprimas delikatan koron de 

homa vivo. Ĝi estis dorlot让a en ĝia vindo patrina. Lirikoj, epopeoj, satiraj 

poemoj k. a- Poste dramoj kaj noveloj. Por diri per unu vorto, ĝi evoluis 

kun la sento de arto. Per ĝi oni sentas ĝojon kaj malĝojon, ridas kaj 

ploras. La vortaro de homaj koro kaj animo konstante pliriĉiĝis, pliriĉiĝadas. 

Pruvas la praktiko tion, ke ni povas vive esprimi delikatan koron per ĝi. 

Jam ĝi havas grandajn verkojn de mondaj literaturistoj, Goethe, Shakespeare 

k< a. kaj originalaĵojn. Tio supredirita montras ke ĝi estas vivanta lingvo, 

kreita " en la spirito de la ekzistantaj vivaj lingvojkies vivantaj elementoj
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補足語としての形容詞

本誌9月號に於て小坂狷二氏は「形容 

詞に關する語法二三」の第一項にゝ主と 

して不定法補足語としての形客詞に就い 

て硏究を發表せられた。丁度同一の問題 

力:旣に京都の“Verda Kankro "の會合 

に於て論ぜられた處であったから同稿は 

我々に大きな興味を與へた。然し乍ら我 

我とは意見を異にする樣に思へる黠があ 

ったので、偶々學生エスペラント聯盟等 

の用で上京するkankrano高石綱君に 

託して私の考へを小坂氏に聞いていたy 
くことにした。卽ち1〇月號質疑應答欄に 

重ねて說明せられた所以であるが、殘念 

乍ら私の考へが盡されてゐないと思はれ 

るので以下簡單に之を述べ、尙諸家の御 

說を承1）・たいと思ふ。

” Morti estas terura."と云ふ形は 

Zamenhofを始めその他多くの人に幾ら 

かの用例があっなが之は旣にarkaika 
であって今日の一般習慣に反するから.、 

Fundamentoに抵觸しないからとて用 

ふべきものではない。卽ち之を,,Morti 

estas terura afero."の略だとは普通考 

へるべきではない。さうすれば今日の

レ’ 央戶圭一

Esperantoでは小坂氏の揭げられ仁 

Zamenhofの用例は夫々

Sed plej bele estas kuŝi ・・・ 

（FK 38; FI 52 の文）

En ĉiu vivanta lingvo estas per

mesite uzi nur tiujn formojn,・・・ 

（LR 58の文） 

等とした方がいゝ.實際形容詞形の帚の 

を副詞形にしたからとて了解しにく くな 

ると云ふ樣な惧れはいささかもないから 

形容詞形を採用しなければならない理山 

は少しもない。

不完他頼詞の補足語となる誌に於ても 

全く同様であって上記の一般習慣に從っ 

て副詞形にし、例へば小坂氏の示された 

例に於て

Se la Akademio trovus necese 

anstataŭigi en ili ・・・（LR 3? の文）

...opiniis nekonvene respondi ・・♦ 

（FUI 6の文） 

としても决して誤解が起る心配はない。 

實際にZamenhofの文例を見ても、 

艾近代のstilistojの文例を見ても斯か 

る例は幾らもあると思はれるのである。

fariĝis tiuj de Esp., kaj evoluadas per la praktikado de milionoj da ĝiaj 

uzantoj- Cu nei ĝian vivantecon kiel la lingvon ?
"Esperanton, tuj post ĝia naskiĝo, li (Zara.) fianĉigis al la poezio... Li sciis, ke nur la 

poezio povas spiri vivon ... Nu ĝi povas fari... vere vivan estaĵo巧 en kiu oni mire rimarkas 

la pulsbaton de P vivo • • •

"'Komence estis la sento/ tiel oni devus komenci la historion de Esp.ヽ i ja scias, ke 

la Sento naskis la lingvon. Kaj ne la seka scienculo, sed la profundsenta artisto skulptis el 

Ja ston maso de skemoj la statuon de la lingvo> ĉi zante kaj glatigante ĝin, ĝia fine, ĝi ヾ ive 

ekmovis sin • •. Ĉi tiu artista mano kaj sentema koro faris, ke en Esp. estas ne nur fleksebleco 

kaj harmonio, sed ankaŭ varma senpereco, dolĉa aromo, afabla humoro, ĉarma senpretendeco.^

"Kaj la sento ne nur kreis la lingvon, sed ankaŭ ŝirmis ĝin. La sento, esprimita en 

poezio, donis al Esp. tian kuntenan forton • • • Lingvo kaj sento, jen estas Esp."
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Jam longe montriĝis necese 
aranĝi organizacion ・・・(OV 535)

・•・ aperigi ankaŭ en ĉi tiu libro 
ŝajnas nepre necese.

(Dietterle, VO 241)

Eble estus estinte konsilinde, 

fortranĉi au ŝanĝi kelkajn tro 

pezajn frazojn. (Teo Jung, Heroldo, 
N-ro 32/33 p. 4 1932)附。

Ĉu ci ne trovas iom pripensinde,

ke oni ne arestis lin ・・・?

(J. Baghy, Hura 214)

Sed ĉu ŝajnas al vi tro post

uleme, se mi volas an kau iomete 

amuziĝi ? (Stellan Engholm, Al 
Torento p. 6)

卽ち之等の場合に於ても副詞形にして豪 

も差支へがない。幾らかの昔の用例を除 

けば副詞形を用ふるのが普通であり且つ 

理論的であるとするならば、形容詞形を 

用ひても强ひて「誤りとは言ひ得ない」 

にしても一般には副詞形を用ふる樣に

rekomendiすべきであると思ふ〇 (勿論 

小坂氏も初めから今Hでは副詞の方が 

rekomendindaであるとの御意見であ 

る。——同氏よりの私信)

尙、最後に垂大なことがある。もし上の 

用例に於て小坂氏が心配しておられる樣 

な誤解が起る惧れがあるならば、Espe

ranto の本質、卽ち facile komprenebla 
でなければならないと云ふ立場から宜し 

く文の構造を僅かに變更して例へば上の 
例文を 二'

Se la Akademio trovus, ke estas 
necese anstataŭigi en ili ・・・

(LR 3?の文)

とすべきだと思ふ。實際斯かる文體は近 

頃のstilistoのよく用ひる處であるが

Zamenhofの用例にも

Ŝajnas al mi, ke estus pli bone 

・ komisii …(OV 576)
Ŝajnas al mi, ke plej bone estas 

traduki・・• (Zamenhof, en Stama- 

tiadis, Nova Gramatika Libro, p. 
60)

とある。

Esperantoは決してZamenhofが完 

成したものではない〇 Praktika uzoに 

依ってそれは磨かれ、彼以後に於ても著 

しく發達した。殊にEsperantoは何人 

にとってもfremda lingvoである關係 

ー上ヽ それは klara kaj facile kompre

nebla と云ふ點にその主眼を置きヽ判!) 

にくい文體を捨てる樣にやかましく論ぜ 

られてゐる〇この故かZamenhofの書 

いた樣な長い文章は近來次第にすたれて 

來た。長い文章を嫌ふといふことは單に 

Esperanto界のみに於ける現象ではない 

から尙更のことで、Zamenhofの文章 

は今H少なくともstiloのmodeloとし 

てはどうかと思はれる樣になった。

Se la Akademio trovus necese

anstatauigi・・・:
とある文を二つに分けて”ke“で結ん 

で 一八・

Se la Akademio trovus, ke estas

necese anstatauigi・・・
とすれば文を二つに切ったゝ卽ち文を短 

かくしたと同じことになり遙かに判り易 

くなる〇 Bona stilistoならば必ずこれ 

を選ぶであらうとはVerda Kankroの 

例會當時Josefo Major君の述べた處で 

あつ仁がヽ我々もZamenhofがしingvaj 

Respondoj p. 61に書いてゐる精神に從 

って、この了解し易い形を一般にreko

mendi したいと思ってゐる〇



406

檢 察 官
tZameflhof 禺 しa Revizoro 一節の註撵］ K. Ossaka

Urbestro. — Cu vi ne deziros trari
gardi nun kelkajn instituciojn en 

nia urbo, nome la filantropiajn kaj 
aliajn ?

Ĥlestakov. — Kaj kio tie estas ?

Urb. — Nu, simple, rigardu, kia ĉe 

ni estas la irado de la aferoj …kia 
ordo •…

111.—Kun granda plezuro, mi estas 

preta. （Bobcinskij enmetas la kapon 

tra la pordoj

Urb. — Poste, se vi deziras, vi 

vizitos la punlaborejon kaj la urbajn 

malliberejojn 一 vi rigardos, kiel ĉe 

ni oni tenas la krimulojn.
Ĥl.一Sed por kio do la malliber- 

ejojn ? Jam pli bone ni rigardos la 
inst让uciojn filantropiajn.

ili長 是よb （nun）當市の公衙を御 

視察（trarigardi）はいかヾでせうか（お 

欲しにならぬか）、それは（=卽ちnome） 
慈善施設などでございます。

Ĥ.——で其處には何があるんです。

市長——あの、たヾ（單にsimple）當 

市に於て（铤ni）諸事業がどう進行して 

居るか……秩序はどうか…■・御覽遊ば 

すので。

Ĥ.——大いに結構ですゝいつでも參り 

ませう（mi estas preta） （Dobĉinskij 
戶口から頭をぬっと出す）。

市長——其の後で、若し御希望でした 

らばヽ懲役場と市牢獄へ參!）ませうー 

常處に於ける囚人の扱ひぶリが御視察に 

なれ仝す。

Ĥ.——乂何んだって監獄なんどへ行く 

用があります。慈善施設を見ればもうそ 

れで（jam）いゝでせう〇

'Instituto學術敎育などをH的とする學會. 

學院.高等學府

'Institucio學伶、琴校、病院、社會施設尊 

公共の冃的で設立された施設（をすべて

.云ふ）

Filantropio = bonfaro, hjrnaneco 慈舊

Simple C色々面倒なわけがあるのではな 

單に、單純に

Nur （何々'）のみ、ばかりヽ（何々）しかし

＜ないCと云ふ意の助辭）

Sole （他のものをいれずに）それだけで、 

た¢Cそれ）のみ、從って副詞的助辭nur 

と同じに用ひられることあり。

Esti p-etaちゃんと、いつでも、おいそれ 

と（何々;）する用意が出來てゐる、いつ 

でも（何々）できる、（號令一下）今にで 

も（何々）しさう。

Li estas preta fari mortigon.あいつは人殺 

し位はし兼ねない（號令一下いつでも殺 

人をやればやる）

Ŝi estis preta ekplori.彼女は今にも泣き出 

しさうにしてゐた（ーニの三でワッと來 

さう）

Kun granda plezuro 二 Tre volonte. Pun*- 

Jabor,ej,〇囚人に仕事をさせる.卽ち懲 

役場;m汕liberejo監禁場、牢屋。

Teni Cmetiしたものを）そのまゝ遥いて 

置く、そのま人につヾけて保って置く、 

取っとく、（物・人ゝ動物ゝ店などを自分 

の處に）邊いとく、加って置く、飼っと 

く・やってゆく 〇

Mi metis la manon sur la tablon. （F 61） 

手を机の上へのせた。

Mi sidas sur seĝo kuj fenas la piedojn sur 

benketo. （F 61）椅子に坐ってゐて足を 

足臺にのせてゐる。
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Skatolo, en kiu oni tenas plumojn, estas 

plumujo. (F 82) 

ペンをいれとく箱はペン容れc

Bastoneto, sur kiu oni tenas plumon por 

skribado, estas plumingo. (F 82) 

ペンをつけとく祷はペン軸。

Tie li sidis, tenante ambaŭ manojn forte 

alpremite al sia ruĝa ĉapo. (FI ! 別) 

赤い帽子を兩手でしっかり押へて。

Kiom ini suldas al vi, sinjoro doktoro ? 

li demandis^ tenante prete la manon. (FK 

lli).

おい < らお拂ひいたしましたら?と彼は 

拂ふ手つきをしたまゝ尋ねた。

Tenu la buson fermite. (GD 8)

口をつぐんで居れ。

Kn mia vivo ini nenian sekreton povis teni 

ĉe mi. (RV 42).

物を內證にしとくことは出來ぬ性分。

Iru, iru ! Mi vin ne te)MS (Rz 40).

冇け、行け!止めときはせん(玆にはne 

retenasの慈)。 ・

Vi aŭdas ? Jam du instruistojn rni devas 

teni ! (Rii 55)

それ、これで先生を二人抱へとかなけや 

ならんことになった。

Hi povus eĉ teni paron da ĉevaloj・(F1U 

86).

馬を二匹位飼って遥ける筈だ。

Kaj tia viglega knabo, li certe, kiel la patro, 

ankaŭ tenadon restoracion. (Rz 14). 

父親屁樣料理店を狠ってゆくよ。

Kaj Zamenhof venis al la konvinko, ke en 

granda urbo li neniam povos sin teni.

ザ博士は大きな町ではとても碁してはゆ 

けぬと云ふことがわかってきた。

Urb. — Kiel vi deziras・ Kiel vi 
inteneas, ĉu en via kaleŝo au kune 

kun mi en droŝko ?
ĤL — Nu, mi preferas veturi kun 

vi en droŝkOe

Uri). — Cu mi povas kuraĝi • peti 

vian permeson skribi ĉe via alesto 

linieton al mia edzino, ke ŝi pre

pariĝu al akcepto de la estiminda 

gasto ?
ĤL — Sed por kio ?…Cetere, tie 

ĉi estas inko, nur paperon... mi ne 

scias • • • Eble sur tiu ĉi kalkulo ?

Urb. — Mi tie & skribos.

市長——御意通りにヽどう致されます 

か、貴官の御馬車でおいで遊ばしますか 

それとも辻馬車に手前と御一緒に御乘り 

遊ぱしませうか。

Ĥ.——さやうゝ辻馬車に貴君と同乘願 

ふ方がいゝですな。

市長ーー恐縮でございますが家內に賓 

客を御接待申上げる仕度をい仁す樣御前 

に於て（ĉe via al esto） 一筆（linfefon） 
認めまする御許しを蒙りたいもので。

Ĥ.——それにも及ばんですが（然し何 

の爲めにです）••••然し何でしたら 

（cetere）こゝにインキがありますヽたヾ 

紙が••••はてな（私は知らぬ）••••まあ 

この勘定書の上などへでも（Eble...）。

市長——こゝで書きませう。

| Kaleso 〔お抱の）箱馬車

|Droŝko ロシャ固有の辻幌馬車
IFiakro 辻待ちの kaleso

前月號重要正誤

頁 欄 行

363 1

15

364 2

379 左 19

22

3S0 6

381 8

386 19

誤 正

Ofte uzita vorto Vorto ofte uzita

vorto de demando

vorto en demando

Ido・reformuloj Ido-reformemuloj

1932 1922

藥局法日• 藥局法エス•日•

ĝis unu difinita ĝis nun difinita 

en la la aĝo en ]a aĝo

anian animan
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和文エス譯添削

1)ちよっと頫にさはったがヽ僕はなf 
まって居た。

de li, pro tio 又 Tio ofendis min 
悸疝にさはった材料原因は書くと一方に 

よくヽ一方に悪く、差障りが出來る故發 

表せぬに限る。ちよつ》はiom, iomete 

は日本esp.-istojがよく 口にするが、濫 

用すべきでない〇疝にさはるofendiĝi 

X esti ofendita がよい〇 ofendsenti 

は御丁寧すぎる。incitiは受身に使へば 

見ばえがする〇 Mi incitiĝisは聞き苦し 

い〇 indigniは激怒すだから、生やさし 

いちょっと頻の種にはもったいな過ぎ 

る。ekscitiは癩、怒に限らず興奮剌戟 

の意だから當らず。ŝokiĝiは英語の 

shock で未だ oficiala でない malofta 

な語だ〇 inciti la galonは成程。でも歐 

洲語の何かを譯した感じがする。又tuŝi 
(la galon)も同じ〇そもそもgaloは 

koleremecoを表はす樣に小生は思ふ〇 

原文中の悽は平常koleremaなるか否か 

は?なb 〇したがは文頭にkvankamは 

皆の納得する處。一見文章が平凡に見え 

るが、一度文を切って文頭のkvankam 
のかはリに、sed又はtamenを置くと 

文章がかへって締まる樣だ。だ』って居 

たは居たに敬意を表してrestis silenta 
(muta)がよい〇 silentadisは旋毛を曲 

げて考へる とヽsilentadis dum ioma 

tempo, sed post ado komencis koleri 
などと缺點をほじくる名人もある世の中 

故此語は思ひ切らう。

1) Mi estis iom ofend让a, sed mi 
pacience restis silenta・

2) 「では、どうしても行くと云ふのだ 

な」彼はかんかんに怒ってどなった。

多羅尾一郞

でははdoが通り相場らしい。どうし 

てもには malgraŭ ĉioが一番よい〇 

malgraŭ mia konsilo は餘!)i こ kon

kreta に成りすぎる。spiteは前置詞の 

やうにspite &〇のやうにも使ひ、spite 

de ĉioの形もよく 口にされる樣だ。此時 

はspite deで前置詞旬なり〇攻spite 

ĉionの用例もある〇 senkondiĉeは無條 

件に屈服ヽーもニもなく、あゝよしよし 

の子供に甘いお袋に使ふ。意地張って頑 

として行く積りの此處には當らず。ne- 

preは必然的にdevasでヽ是が非でも 

devecoは通り越して感情的になつ仁我 

武者羅の局面には如何ですかね。insis・ 

tas nur iriとうまく逃げたには感心、う 

まいです〇 kontraŭ ĉioは上記のどれよ 

りも弱く感じる。口論の際だから出來る 

だけ强く云ひたい。云ふのだなĉu vi 
dirasでよい〇だなと念を押す際ĉuを 

附けないで終りに? signoを附すのは大 

いによい。肯定の答を豫期する問ひは往 

々かくする〇 diriの代!)にsignifiは 

anglismoの樣だ〇前者の方がesp.とし 

てはずっと穏當だ〇かんかんkun flam- 
(ant)a indigno, furioze よりぽ furioz- 

miene は如何です〇 kun eksploda in
digno は顏色まで出てるかしら?ただ 

koleroのfortecoのみではないかしら? 

前後の關係は知らないがヽ急に怒りを發 

聲するのがeksplodaである〇 tondre 
も同樣〇 senbride koleranteも歐洲人 

の好きさうなbona esprimoだ〇所が 

purpura en koleregoは顔色もよく出て 

申し分なし〇 terure koleranteはまだ 

まだesprimo力;弱い〇どなるはkriegi 
で文旬はなからう。云ひ遲れたがどうし 
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ても——のだなを譯すに强ひてするヽ 

admonoをも聞かずにの意を云れるには 

kuraĝas, insistas がよい〇 obstinas は 

不可とは云へないがヽ前の二つより見劣

りする〇 perforteやperfortasは使は 

ぬがよい〇

2） Cu vi do malgraŭ ĉio kuraĝas
foriri ? — kriegis li purpura en kole
rego. （kriegisのkは頭字でなくてよ 

い）。 〜

3） 父は怒り且つ悲しみ、私は心も空、 

こんな事になるのならヽもっと早く妹;こ 

云ってやれば良かつ仁のに。

最初に此文は現在に譯すべきだ。3分 

の2位の方が過去であったが。又此文は 

長たらしく書けば、はてしない。前にも 

述べた如く簡潔で餘韻を殘すをよしとす 

る〇その積9で批評するから〇 patro, 

fratinoはmiaをつけるに及ばない。原 

文は□記の樣に聞こえるからヽlaさへも 

附けなくてよいと思ふ。自分の父母等は 

固有名詞の代りにお父さんと呼ぶc父の 

名が正吉である時、「吉さん御飯でご 

ざいます」と呼ぶ子供はない。故にla 
なしのpatroでよい。妹も同樣（二人以 

上の時は?常識々々）〇 malpliaĝaにも 

及ばない〇 fratinoで十分だ。怒りko
leri が安直、悲しみmalĝojiで滿足す 

べし〇 R•つ・があるのでaii・・・aŭ, 乂は 

jen・..jenもよからうがヽkajが樂に 

使へて不自由なく役だつ。私は心も空の 

私はは私も亦の意。ankaŭを入れるc心 

も空はいや樣々〇 mia koro vakigasど 

うもしっくりせない〇 乂 fariĝas vaka 
も馬鹿くさい〇 vantaは虛榮心ですよ。 

Mia penso vagadasは思ってるがまだ 

思想がはっきり定まらないに聞える。思 

ひ定らないが何か思ってるヽどころでな 

い、穴虛なんですよ〇 senkonsciaは、そ 

れsven'何とかで又はsenintenceを意 

味するでせう。此處に心氣一轉Mi mem

ne sciis kion fari (sciis は scias がよ 

い）がある〇 Oriento氏はうまく書いた 

ほめておく。此處で一段落。

次の文章は勿論假定法ですよ。こんな 

事になるのならは文章の前方でも後方で 

も御勝手〇 Se mi estus antaŭsciinta 

la rezultaton等は長くて說明的だ〇っ 

いでに rezultato は frukto de agado 
卽ち動作が熟し具體的に結果を見せる事 

が出來る時に使ふ様だ。rezultoと云ふ 

のがある〇此は單にkonkludo, konsek
venco だ〇故に上記のrezultatonは 

rezultonに直すがよい〇だけどこんな語 

は使はす・に最初のdeklaracioの如く簡 

潔に書かう。例へば、もう一つ擧げると 

Se mi estus rimarkinta antaŭ ol la 

afero malboniĝus tie! 等も substreko 
の部分は云はずもがな、殘部で十分だ。 

け匕處 を Se la afero tiel malbonirus と 

直さう〇 tielをmalboniriの前に逬く 

のが一番落ちつく。说を使つ仁所にお 

目をおとめ下さい。farigiは見劣りしま 

すね〇もっと早くはpli frueに衆議一 

決。pli antaueは譯し樣では前後關係 

上文章がまづくなるからとらない。云っ 

てやる何もleteriに限らない〇 sendus 
vorton は忠實すぎる〇 dirus, anoncus 
がよい〇 konsilusは admonusよりよ 

からう〇

3） Patro koleregas kaj tre mal
ĝojas. Kaj mi mem ne scias kion fari. 
Se tiel malbonirus la afero, mi pli

® frue devus anonci- al fratino.

4） 「あんない」の「ん」は舌の先が口

蓋につくヽ卽ちtやdと同じ具合、鼻 
音である。 ・ハ

“Annai"又“n"でよし。ついでだ 

.がesp.文中では何時でもesp,式ロー 

マ字を使へ。 世界全體に讀ますのだから
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日本式もヘボン式もだめだヽesp.文中に 

は 〇''N" en "annai''は de より pre

ferinda. Oni elparolas, estas pronon

cata 等は文章の性質」:云はなくても 

よいです〇 Krosaŭa氏のみLa unua 
“n" en annaiとされた。敬服し 

た。舌の先力:门蓋につくゝ又しても〇亦 

puŝas ktp,長くなbますよ〇っくは 

tuŝi で、puŝiĝi, almeti は變だ〇 alglui 
なんて珍な舌切雀があった。卽ちは日木 

語の勢ひ」ニ付いたので、譯すに及ばない。 

譯すとnome, alivorteと前後の紹き具 

介圓滑を缺くから。と同じ具合はsame 
kiel,叉 samkielでよい〇 sammaniere 

でもkielでkunではない〇鼻音であ 

0、主語はgiを使へ。會話流なら主語 

は省けないでもないが〇鼻音はnazsono 

では第一音がき仁ない故ヽnazaloを使 

ふ〇此 單 語はoficiala vortoではない 

が、發音學上に最早よく使はれて居るか 

ら〇 oficiala vortoでないものを、と頑 

ばりたい人はtra nazoとでもしたらよ 

い〇兎に角 nazsonoは小生evitenda 
と思ふ。此問題は出來が惡かった、阿呆 

陀羅經の如くとても長いのが多かった。

4） Ĉe la unua " n " en " annai" 

la pinto de lango tuŝas la palaton 
same kiel ĉe "t'' kaj ''d''・ Ĝi estas 

nazalo.

5） 歸れと云はんでもゝ言ふ忙けのこ 

とを云ふてしまへばヽこんな處にをるも 

んか〇

Mi ne volas resti ktp,等と大體お 

書きでしたがヽ原文に忠實に又意味を强 

めるため（原文の性質上）には疑問文に 

する方有効である。原文を三つに分けて 

中部言ふだけの事を云ってしまへばを最 

初に書くと樂だ。まへばはseよりは 

kiamに軍配が擧がる。云ってしまふは 

eldiri 力:よ い〇 eldiri ĝis la fino は長 

い長い〇云ふだけのこと（ĉion） kian mi 

（乂はoni） volas, ĉionは云はなくて 

もkionの屮に含まれて居る。例:Mi 

faris kion mi povis = Mi faris mian 

eblon.でなからうか〇 volas diriは短 

かくせよ〇 ?文の時はmiよりoniか 

書きやすし。第二にこんな所にをるもん 

か〇 Mi nenial （neniamは考へ直す事） 

plu restos ĉe tia loko. ?文の時は Kiu 

restus plu ĉe tia loko ? tie ĉi は弱い〇 

en tiu ĉi loko は ĉe tia loko にする〇 

此場合lokoは一狹地點と考へる可さ忙。 

最後に歸れと云はんでもEĉ se vi ne 

diras al mi "foriru"あたりが多かっ 

た〇前に書かれた處で歸る意志が十分に 

出てをるから、此上foriruは書くに及 

ばない。al miは蛇足。dirasはdirus 
に〇實はforiruと云ったんだから、级 

へ云はなくても出て行くだから假定法。

5） Kiam oni eldiris kion oni volis, 

kiu restus plu ĉe tia loko eĉ se vi 

ne ordonus ?
し採點）87松本氏.84 Krosaŭa氏、山縣 

氏% 83 Oriento 氏.79 福地氏・78 Ranido 

氏・76 Kiza Kampo氏.以下略亠

一月號課題（十一月末日締切）

1） 一寸お話しし仁い事があるから川 

北さんを電話口まで呼/Iで下さい。

2） あの子は繼母のために生き甲斐も 

ない程にひどく虐待された。

3） 一旦惡い癖がつくと直しにくいも 

のです。惡い瞬はなるべく早く直さねば 

いけません。

4） 人の一生は重荷を負ひて遠き道を 

行くが如し。

5） 大地農のことを云へば和、はそれで 

亡なったAを必す・思ひ出す。
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處變則品變
小坂狷二

9.數が大きい
日本語では會員の『數が多い』などと 

よふが,色々のnombrojが澤山ある意 

でなくて,その數が人である意故にLa 

nombro estas multaと云ってはならぬ,

La nombro de la membroj estas 

granda・
と云はねばならぬ。尤も

La membroj estas muitaj<
ならよい。同樣にあの山の『髙さは高い, 

低い』,『長さが長い，短い』『重さが重い, 

輕い』などと云ってはならぬ『高さ,長 

さ,重さが大きい,小さい』と云はねば 

ならない。

La pezo de tiu kofro estas granda

=Tiu kofro estas （multe-）peza.

La alteco de tiu monto ne estas 

tre granda （F "74）.
同様に會員の『數が多くなる』も

La nombro de la membroj pli 

grandiĝas （乂は kreskas）.

La membroj pli multiĝas.

と云ふべきで しa nombro ••・pli mul

tiĝas と云ってはいけない。

10.大中小

日本では小學，中學,大學と整然と, 

劃一に『命名』してゐるが,歷史的に敎 

有制度が發逹して來た外國ではさう簡單 

にゆかぬし,乂國に依って名稱が異って 

ゐる。依て日本の諸學校をEsp.譯する 

（卽ち外國人にわからすため）には外國の 

似寄りの學校の名稱を借用する外仕方が 

なく,艾當然さうすべきであらう。

小學校:獨逸其他をまねてpopollern' 

ejoなどがよからう。又初等基本學校の 

意でelementa lernejoと意譯してもわ 

からぬこともな力、らう〇

中學校:フランスのliceo,獨逸,ロシ 

ヤのgimnazioなどで間に介はう〇尤も

gimnazioはラテン,ギリシャ語など占 

典語を敎へる貴族的中學，之に反し外阈 

語は現代:語のみを敎へ古典語を課さぬ實 

益中學はreallernejo.アメリカでは中 

學はalta lernejoと云ふ〇

高等學校:大學豫備敎育として中,大 

學の中間に介在するH本特有の制度故譯 

のほどこしゃうがない〇 Alta lernejoで 

は中學（アメリカ）と間違へられる惧が 

ある。國民の高等敎育所と云ふ文部省の

御主胃から考へてnacia kolegioとでも

したら外或人にも凡その觀念がつくであ 

らう。

人學:各種の學部（fakultatoj）を有す 

る綜合・大・學ならUniversitatoで勿論よ 

い。處が日本には單科大學と云ふ變態が 

あるがこれは Universitato （各分科綜 

合學校）ではないから,何々醫科人學を 

Medicina Universitato と譯すのに變 

だ。然し或る綜合人學の一分科大學でも 

ないのだからFakultatoととも云へ 

ぬ〇 Kolegio, Instituto （ボストンの 工 

科大學の例）などとするがよからう。な 

ほ工科人舉は米國ではUniversitatoの 

一 fakultatoであるが獨逸ではUniver

sitato には工科がなく單科人學として 

Teknika Altlernejoと稱してわる〇
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質 疑
(Lingvaj Respondoj)

答
・、ゝ

K. Ossaka

•★Zamenhof 讀本 p. 41下端 kaj post 

kelke da tagoj ŝi jam ne havus por 

kio aĉeti nek tagmanĝon por vi kaj 

por si, nek lignon por fari fajron の 

nekに就て。C初學音氏;]

C答:)理豹上からは二重打消しとな!) 

不要なわけであるが，emfazoとして 

『……も，•…も』とくりかへすために入 

れたもの，さう云ふ例はよくある。

序であるから二重打消に就て簡單に說 

明することにします。

1)必要1二の二重打消し。

Fundamento文法十六ヶ條の第12條 

に『他に打消の語がある場にはneはな 

くてよい』とある。是は一寸H本人艾は 

英米人には十六條しかない文法中に一箇 

條として存在せしめてあるのが不思議に 

思はれるかも知れぬが二重打消しの習慣 

あるスラヴ人などにとっては極めて必要 

な法則なのである。例へばロシャ語で 

『私はイ可も知りません』は

Niĉego ja nje znaju=Nenion mi ne 

scias.

と云ふ〇卽ちne nenionは糸吉局nenion 
だけと同じにとられる習慣(英語には此 

の如き二重打消の習慣は全然ないが)で 

あるがneはsuperfluaだからEsp.と 

してはneはなくてよい(estas for

lasata) と定められたのである〇 CTne+ 
打消語=肯定』と云ふ理論から來たので 

はなく，『ne +打消語=同意味の打消』と 

云ふ習慣に對してなされた法則であるコ。

依て實際に必要な場合には一文中に 

neを二つ用ひて差支ない(ne +打消語 

は結局矢張打消にとられる習慣故、これ 

は用ひられぬがne4-neの場合)〇

a)『何々せざるを得ぬ』:ne povi
ne.

Mi ne povis ne ridi.笑はさ'るを得 

なかった。

是は英語では所謂二重打消と云って用 

ひぬ語法だがEsp.では差支へない〇

b) neを含んだ合成語を打消す場介 

は當然かまはぬ〇

En mia brusto portas mi deziron 

malnovan, kiu certe por vi ankaŭ ne 

estas nekonata・(IT 16)
吾は胸に昔乍らの望を抱いてゐる，そ 

れは其許も知らぬ事はない筈。

Kaj al neniu klera homo en la 

mondo la nomo de nia afero nun 
estas jam nekonata. (OV 364)

世の識者の何人にも吾が事業の名は未 

知ではもうなくなって居る。

Estas sekve nenio neebla en tio.
(FK 280)

もうそれには不可能な事はない〇

〔注意〕上例 nekonata, neebla は 

neがついてゐるとは云一語であり，之

を打消すのだから差支ない事論をまた 

ぬ。然し日本語の『何々せざるものなし』 

を其儘Esp.に二重打消で譯してはなら 

ぬ。例へば『何處の國でも醫者のない國 

はない』を譯して

En neniu lando ne estas kuracisto.
としてはいけない。前述の如く ne+打

消語=矢張打消ととられるのが習慣であ 

るから多くの人は『何處の國にも醫者は
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居らぬ』ととることであらう。依てEn 
ĉiu lando estas kuracisto などとすべ 

きである。 ，
2) Emfazoの二重打消。

同じ事を二度くり加へす(pleonasmo) 

ことはemfaziすることとなる。例へば 

單にNe!と云ふ代りにNe, ne, neniam! 
と云へば語勢が强くなる。此の意味で二 

重打消が屢々效果的に用ひられる。

Vi neniel povas malhelpi min, en 

nenia maniero. (Rz 74)
どうしても，どんな風にしたっておれ 

の邪魔が出來るものか。

是は Vi neniel povas malhelpi min, 

vi povas en nenia maniero malhelpi 

minとくりかへす氣持のemfazo.
TUI Esperanto estas „ nenies pro

praĵo ", nek en rilato materiala, nek 

en rilato morala. (OV・ 238)

Esp.は誰の所有物でもないのだ,物質 

的關係に於ても道德匕の關係に於ても誰 

のものでもないのだ。

Al li la vino kaj ĵaluzeco en tia 

grado konfuzis la cerbon, ke li plu 

ne scias, nek kion li diras, nek kion 

li faras・(GD 47).
酒とやきもちで頭が混亂してるので何 

を云ふてゐるのやら,イ可をしてゐるのや 

ら,とんとわからんのだ。

Emfazoでない普通の云ひ方なら・・• 

ne scias, kion li diras, nek kion li 

farasでいゝが，『・••・もせず,••…もせ 

す』とemfaziするためnek ..., nek 
を用ひ九もの。

本質問の例も此のemfazoのため 

pleonasmo として nek ・・・, nek •••を 

入れ仁もの。

•〔注意:)1)Emfazoでない場合には 

勿論さうする必耍はない。同じ樣なので 

次のz.博士の實例がある:

Post du au tri tagoj mi jam ne 

havos per kio hejti la ĉambron kaj 

kuiri por ŝi varman mangon! 
(M 206)

二三日すると室を煖めたり娘に煖い食 

物をこしらへてやる薪がなくなってしま 

ふ〇

〔注意:Ĵ 2)次のは少し變った例:

Kaj lia amo kaj ankaŭ nenia amo 

en la mondo ——ne povas esti pli 

varmega, ol la mia. (BV 37)
彼の愛なんか,いや世の中のどんな愛 

だっても——このおれの愛以匕に熱烈な 

筈はない。

理論的にはankaŭ ia amoでよいわ 

けだがemfaza pleonasmoとしてわざ 

とneniaを用ひたものだが謂はぱkaj 

ankaŭ... mondoは挿入句みたいな氣 

持,依て次にstrekoを入れてゐる。 

★同書 p. 47 三行］| Nun la ŝin pelanta 

amaso da homoj estis jam en la 

distanco de ne malpli ol dekkelke da 
paŝoj de ŝiのne malpiiに就て御說 

明を。匚同氏;)

〔答〕これは普通の云ひ力としたらば 

彼女を追ひかける群集は彼女から十數步 

『にも足らぬ』距離にせまったであるから 

distanco de ne pli ol 叉は distanco 

de malpli olとする方が普通と思ぽれ 

る。然し原作者が『十數步よb少くない 

卽ち十數步よりは少し遠い位の距離』と 

云ふっもりで書いて居るのであるかも知 

れぬ。何分原作を見ない限りは(乂見て 

も波蘭語ではわからぬが)何ともわから 

ぬ。然し吾人の常識ではne pli又は 

malpliと云ふのが普通でせう〇
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★Hamleto, p.13, L 24.
Malsaĝo nntaŭ pura ；a prudento,

Kiu predikas : u patroj devas morti 

Kuj kiu ĉiam, de F mortinf unua 

（；is nuni tempo, diras kaj ripetas:

Gi devas tiel esti I "

のpuraなる形容詞はどの語を修飾する 

のですか,malsaĝoですかprudentoで 

すか。形容詞とその修筛すべき名詞との 

間に冠詞や前置詞が介在してもよいでせ 

うか〇 CShin生〕

〔答 Prudentoを修飾してめる。韻 

文に於ては平仄（ritmo）の必要匕から此 

の如く順序をかへることあ!） 〇 Hamleto 
（其他の韻文劇）はjambo格で・此行で 

は!aに補助揚音を附すればー/一/一 

■/——/——/——と云ふ格になるla puraと 

しては ——/ — /----- /------/—— となっ

て格が破れる〇散文になほせばMalsaĝo 

antaŭ la pura prudento『わかり切っ 

た（純粹な）常識の前に置かれた（常識 

に對・上ヒされた）愚と云ふものちゃ（お話 

にならぬ患）,常識は『親は死ぬもの也』 

と吾人に敎へて居る。乂人類最初の死人 

以來今日まで常に『當然さうなるのだ』と 

くりかへし語って居るのだ』の意。冠詞 

は韻文では平仄上必要な場合に限り形容 

詞の後などに語序を代へられること护あ 

るが，前置詞の外へ冠詞や形容詞が出る 

ことはない。

★同書p. 28下より8行

Simian sorton ofte ankaŭ havas

Privataj homoj, se sen propra kulpo 

Makulon ian ili de naturo

Ricevis; se ekzemple de naskiĝo —

En kio ne ilia voF ja estis 一

IHa sango estas tro bolanta

Rompanta ofte digon de prudento

の澤を;digon de prudentoに對する

說明語は何加。〔同氏〕

〔答〕私人でも屢々同じ樣な運命にあ 

ふことがある,それは若しイ可も自分で惡 

いことをしたのでなくても（sen propra 

kulpo）自然から（先天的に,生れつき） 

何か缺點を受けたならば同じ運命を持 

つ;若し例へば（ekzemple）生れつき 

（de naskigo） ——尤もその生まれること 

に於ては（en kio）彼等の意志はないの 

だが（何も生まれるつもりゃ賴んで生ま 

れたのでないのた•が）——生まれつき彼 

等の血潮は煮えたぎり過ぎて居り（bor

anta）, ともすれば常識の堤防を決壞する 

やうならば同じ樣な運命を持つことがあ 

る〇

Sen propra kulpo=sen sia propra 
kulpo （他人がしたのではなく）自分□ 

身の?Pが無いのにEkzemple （kie! ek

zemple とも云ふ）例へば,De naskigo 
誕生から=生れつき,生來〇

Li estas blinda de la naskigo.
あの人は生れつき盲目。

Digon 云々は !lia sango estas （tro 

bolanta kaj） rompanta ofte digon de 

prudento で ilia sango が主語，estas 

rompantaが說明語としての朝詞,digon 

de prudentoはその口的語〇 

★Zamenhof讀本p. 4,下よリ14行: 

La ambaŭ trompantoj petis lin alveni 
pli proksime は proksimen の誤では 

ないか〇 CSendai E. S.ĵ
〔答〕此の作ののってゐるFunda・ 

menta Krestomatio第五版への序文に 

Z.博士の日く『本文範は何分にも色んな 

峙代色んな著作の村料を澤山集め了二もの 

であるから單語や云ひ方が所によって絕 

對に同じに行ってゐなくても不思議はな 

い〇 （例へぱ:Jesuo と Jezo, Kanadujo 
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と Kanado, iri returnen と returne な 

ど）尙ほ此等疑問の形に對し最後の斷案 

を下すまだ時期になって居らぬ事である 

から此等疑問の形にはふれず,どちらの 

形も善いと云ふこととし,使用者の自由 

選擇によって使へることとする方がよい 

と思ったのである』と。

然し今!!ではmalproksimenの方が 

多く用ひられる様です。然し目的格は絕 

對必要な場合の外はさける事を云ふ乙 

のkonsilo （或はprincipo）から見ても 

malproksimeは『誤』であると云ふこ 

とはまだ出來ぬ〇なほreturneに至っ 

てはfreturneの方向へ向って」の意で 

ないから是はむしろnのない方がよい 

と思ふ。

Esav returne foriris sian vojon al 
Seir. （Gn 33 16）

Poste Hjalmar veturis returne 
hejmen・（FI 8）

Returnen の例

Kaj li turnis la ĉevalon returnen.

（FK 104） 

★Tro と troe の區別:Plena vortaro 

にある Mi trovis du librojn troe en 

la kesto •は豫期したよりも二册餘計あ 

ったとの意ですか。C同氏:j
〔答〕然りtroe=tro multeで『餘計 

に（あり過ぎた）』の意。Troは助辭で, 

他の詞に附して用ひられるか（tro bone, 
tro bonaなど），數詞的の意味でtro da 

として（kiom da, multe daなどと同 

じく）用ひられる。Troeは語尾-eが 

附いて全く獨立した副詞,卽ち單なる助 

辭に幾分或る意味の加はつ仁ものとして 

用ひられる「これは一般に副詞的助辭と 

副詞との間のちがひです（plej, pleje: 

plu, plue; tiel, tiele など）〇 但し e を 

つけないで殆んど副詞の意に用ひられる 

ことも,又さう用ひられる副詞的助辭も 

ある。卽ち-eをつければ副詞としての 

意が强調される。

Mi petas vin plej insiste. （FII 106） 

是非にお願ひ申す〇 （plejはinsiste 
に附けた助辭）。

La amerikaj leteroj, kiujn la elmi

grantoj sendas hejmen, estas pleje 

skribitaj de homoj, kiu ne bone 

posedas la plumon. （FK 219）
移民が故鄕へ送るアメリカの手紙は大 

部分（plejeはplejparteの意の獨立し 

た副詞）字のかけぬ人が書いたものだ。

Ne miro, ke neniu plu observadis 

la levadon de la kurteno. （FK 143）
誰ももう幕の開くのを注意してゐる冷 

がなくなったのは不思議はない（pluぽ 

neniuと合し『もう（誰もせず）』とobser

vadis につく助辭）〇

La pluvo falegadis ĉiam plue kaj 
plue. （FII 79）

雨は益々いやが上にも降りしきった 

（plueは様「を示し副詞として獨立）。

Vi estas tiel pala. （Rt 5）

大そう豫色がわ,るい（tre palaなどと

同黄でpalaに附した助辭）〇

Jes, jes, tiele la afero iras en la 
mondo・（FUI 46）

さうとも,世の中では事はそんな風に 

行くもんだ（tielはtiamaniereの意で 

獨立した副詞）。

川III 川1111111 川 II 川 III 川 UIIII1IH 川川 1111]1111111111111111川川 |陆 

注 意

舉會會員には本號と同封「1932年版年 

鑑]を御送附申上げます。會員以外には 

一部20錢（送料2錢）でお頒け致し玄す 

miniiiiitiiiiH HiiimiiinnuiiiniHiHiiiiiimHmitiiUiutiiNUH iiuuu
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アメリカよ■さらば

井上萬•壽藏

〇アメリカを近く去るに當って過去半年 

間に接觸したアメリカのエス界の印象を 

略記して見よう。 ’

〇渡米の船中では出帆の際城戶畸君から 

紹介された伊束君が唯一の同志かと思っ 

てゐたら、ハワイを過ぎて後偶然岡村君 

といふ同志に會った。同君は正金の上海 

支店から桑港支店へ轉勤となり赴任の途 

中とのことだった。從って桑港では同君 

と共に同志の歡迎會に出席した。エイム 

ス氏も待に二人の爲にお茶の集りを催し 

てくれた。ヴィンセント氏とエイムス氏 

が桑港エス界の中心になってわる樣だ。 

初めて外國で同志に圍まれ仁印象は深い 

感銘となってわる。今後岡村君が□本の 

エス界の觸手として同地の同志との連携 

の好き前哨であることが願はしい。

〇ロス・アンヂエルスは恐らく米國中最 

も活氣あるエス運動を持った地であら 

う〇シェラー氏は折柄ヨーロッパに行って 

不在だった。同君に就いてはロス市に於 

て毀譽向背相半してゐる樣忙。ウ^ト、 

バッフ、シm メハヽリディーンゝドヴォ- 

ラン、 ホーン、 ウキ リアム ス、 コデ彳一ルヽ 

クリステンセンの諸氏は何れも鏘々たる 

エスペランチストだ〇中でもクリステン 

セン氏は老體ではあるが寧ろ闘士といっ 

た型だ、同市及パサデナ市の二個所の學 

校で搆習をやってめた。講習に臨席を賴 

まれてヽ見本としてー・聲嗚かされた。ク 

リステンセン氏は嘗て勞農黨の大統領候 

補に立った人とかで面白い人だ。た丫僕 

を人に紹介するのに一人ぎめでむやみに 

S-ro D-ro Prof・と御丁寧な敬稱を一々 

っけられたには閉口した。又二三の新聞 

社に伴はれて行って見本の役目を果した 

がゝ同氏の宣傳は少々大虱呂敷過ぎると 

思った。ロス市には婦人のエス語をよく 

する者が少くない。ショメット夫人は元か 

らの同志でエス大會が取持つ緣でショメシ 

ト氏と結婚したのださうだから、之が白 

眉だらう。ウめト氏夫人は夫君から習っ 

たばか!）だといふがかなりよく話す。尙 

講習生は兩力とも大部分が女だった。屮 

に一人阿久津君といふ□本靑年がわてい

っもクリステンセン氏と共に僕をリIき?

してくれた。ロス市十「1の生活はエス同 

志のお蔭でかなり潤ほひに惠まれた愉快 

なものだった。殊にウヰット、ショメハヽ 

リディーン氏等が競って家庭に招いてく 

れたことは單身禹里の異鄕にある遊了•と 

しては殊に嬉しいことであった。折柄滿 

洲事變酣はの時で、一般米人は日本人を 

異樣の眼付で見てわる時であった丈に 

interkompreniĝoの有難味がしみじみ

わかった。

〇ロス市からニュウ・オリーンス市への途 

中テキサス州オレンヂ市に須々木君を訪 

ふ。：往年のアチューロの旗頭、今は全く 

のメリケンヂヤソブとな!）切ってアメリカ 

的生活を滿喫してゐる。御夫婦の好意に 

甘え十數日逗留。その間に□ス市の同志 

リディーン氏が旅けの途中とあってヒュー 

ストン市からわざわざ立寄ってくれ仁。 

尤も自働車を下駄の如く心得てゐるアメ 

リカ人にとっては百哩やそこらは何でも 

ないらしい。同氏はそれから束部、中 

西部と廻ることになってゐて旅行中乂ど
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こかで逢ひたいと云ってゐたが・僕の行 

程が一寸食ひ違ふためにさういふわけに 

行かなかった。何しろアメリカはH本の 

二十倍といふ廣さだから思ふ樣にならな 

い。

〇マイアミ市ではUEAの年鑑に出て 

ゐるシクサイ氏が紐育に移轉して居らな 

いとのことだつ仁が幸ひドクトーロ。デ・ 

ヴキルビス女史に會ふことが出來仁。女 

史はエス語はさう達者ではないが宣偉は 

なかなか熱心でロス市のクリステンセン 

氏同'樣新聞社を脅かすべく僕を引張って 

行ってくれた。田舍新聞だ加ら翌日は口 

ス市のよりも大きな記事が出てゐた。

〇マイアミ市から序にキューバ國ハバナ 

に立寄った。同志ゲーティエレス氏及び 

オリーバ大尉等に會った。キューバでは 

ホテル等には多少英語を話す者もゐるが 

一般にはスペイン語なので閉11。百貨店 

で話が通じないで困ってゐるのを見兼ね 

て女舉生らしい女の了が英語で通辯して 

吳れ仁。ある店では試にエス語でしゃべ 

ったのが通用して,怪我の功名だった。な 

る程エス語とスペイン語は似てゐるなと 

思って泥縄式にスペイン語を覺えたが、 

滯在五L1間漸く日常の用だけ足せる樣に 

なると同時におさらばを告げなければな 

らなかった。

〇紐育では紐育エス會といふのとハルモ 

ニーオといふのと兩方の會に出た〇ハル 

モニーオの會では偶々n - pッパから歸 

朝の途上の川原君と再會の喜びを得た。 

出席者は二三十人位づゝだった。之よb 
先マイアミから移ったシクサイ氏とは數 

度來律したが同君は多忙の爲め兪には出 

なかった。川原君も紐育で二囘エス語放 

送をしたさうだが、僕もミーアボット夫 

人の依粮でW・B・B.C.といム放送局で 

一嗚きやった〇それからチェフ•デレギー 

トの シュ ミフト氏に頼まれてデ4スコに吹 

込みをし汇。端なくも惡聲を紐育に殘す 

ことになって了った。次に紐育に來る日 

本の同志は遺憾ながらそれを聞かされる 

ことだらう。

〇ワシントンでは硏究といふ程でもない 

がやゝ多忙でエス會には出られなかっ 

た。たヾ身慣が暇になった後ファナルド 

孃から識習が開かれてゐることを聞いて 

突然訪ねて見た。锻師ヘイスティングス 

氏は吃驚してわた様だ。こゝでも生徒は 

男一人であと皆女だった。翌日銀行に用 

事があって行った時うしろからBonan 

tagonといふ聲がするので不思議に思 

ってふり返って見るとへイスティンゲス 

氏だ。互に不思議の再會を喜び共に畫食 

をとって歡談した。

〇フィラデルフ4ヤではヘイツェル氏へホテ 

ルから電話を掛けたところ同氏は丁度こ 

れから旅行に出ようといふ所だったさう 

だが、折角の機會だからといふのでわぎ 

わざ旅行を延ばして來て吳れた。夜一緒 

に郊外にカルムス氏を訪ねて遲くまで諳 

った。

〇七月下旬からハ月下旬まで一ケ月中西 

部から西部へかけて旅行したが、この旅 

行中は別に同志を訪れなかった。同志な 

らぬ連れが二人あつ仁爲めば加りでなく 

時間の餘裕のない旅だからヽ一々同志に 

逢って行かうとなるとかなり氣ぜはしい 

思ひをしなければならないからだ。それ 

に夫々自分の仕半を持つ人逹に迷惑をか 

けるのも如何かといふ氣もあった。しか 

し後になって考へて見ると滅多に外阈人 

の同志に逢ふ機會・のない人々を訪ねてあ 

げることは必要なことで折角その地を通 

る位ならこまめに訪ねて圮るべきだとい
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★ 新和エス小辭典,de Hirokazu Kaji, eid. 

Japana Esperanto-Asocio, 1932:10x15 cm., 

28 j）.;定價二十錢.送料二錢。

最近手頃な和エス辭典要求の聲はかなり人 

きい6今此の辭典を手にして、いさゝか手頃 

過ぎるの感を深くする&ブレーキ.フ•ロダク 

ション、レシーバー、レポ、シンパ、救世軍 

等のあるのは結搆だが、「憲法」「民法」在っ 

て「刑法」「商法］無し「步、砲膨兵」在っ 

て「工兵、辎ポ兵」無く「流星」在って「悪 

星」•無く・「狂人」在って「天才」無く・「埃」 

って「篇」無き绅之れ如何に。X「月!I」をG 

の部に入れてちる事、「彈丸」にkuglo,「學 

者」にscienculoの缺けてゐる竽、可成ŭ不 

備の點は多いがそれでも常にpo^oにしのば 

せて直けば亦相當役に立つ弭は勿論ある。筆 

者のーヶ月以上使用の純驗に依ると、語の排 

列はローマ字に非ざる限りアイウエオ順が便 
利の樣だ。

斯くして眞に手頃な和エス郦典要求の聲は 

省當分續くであらう。 （小野山）
★HISTORIO de KRISTO, de Giovanni Papini, 

eid. A. Vaolet, S. Vito al Tagliamento, Ital.; 

1932; ）4x20 cin., xxk+575 p.定價八!0］四 

十錢、送料二十一錢。學會に在庫あり。

ふ樣な氣もした。

〇ヴキクトーリアからシャトルへ戾る船中 

で偶然同志に逢った。船の食堂で一人卓 

についてゐると一人の三十格好の男がや 

って來て Do you mind if I sit here? 
といひながら僕の前の椅子に峻をかけ 

た 〇 そして Do you speak Esperanto ? 
と聞くからOn yes, I do.と答へた〇そ 

れからエス語で語り初めたところ、同君 

はハンガリヤのティス•エデもといふ學 

生で米國に留學中なのださうだ。エス語

心篤总氏の飜譯によってわが國にもすで 

に紹介された「キリストの一生」のエス課で 

ある。「たった一つの魂」だけにでも役立つよ 

うにと期待する原著者の希望でエス課された 

ものである。四^人倍六仃貞に餘る大册の蘇 

譯を完成した功勞者の名を探し出さうとする 
むだな努力の後、Postparolo中に「匿名の 

辯」を發見した。「この仕事がエスペラントの 

爲に故も效果的であるようにと望んで.かう 

した形式コ妊名）をとった」と述べて•譯者は、 

驚くべき謙讓さをもって、すべての功を・原 
著者Pupini,出版者Paolet,助力者C. Minio- 

Palucllに讓ってゐる。

原著がどうした意圖のもとに書かれたか 
は、30頁にわたる「著者から讀者へ」の中に 

盡されてゐる。彼は・「五百年來《自由精神》 

と稱するものが、イエスを再び謀殺するため、 

人間の心から彼を殺すため熱小してゐる」そ 

して「今口ほどキリストから遠ざかってをり、 

しかも彼を必要とすることの切なる時代はな 

かった」と言ってゐる。「けれども彼を再發見 

するには古い木では十分でない」,「どんなキ 
リスト傅も福音書にはおよばない」。けれど 

も、「各ゼネレイションは、それぞれの仕が 

と.考へと.そしてfrenezaĵoとを持ってゐる。 

そこでヽ道から外れた人々のために古い福音 

書を綠譯しなほすことが必要である」。著者 

は、そこで・キリストを生かす竺きた木、そ 

れを宗敎家でないもののために、宗敎家でな 

いものの手によってゝ藝術を知り、そオしを尊 

敬し、かつ、それによって敬をもひきつけ得 
る诜力のある現代人の手によって作らう、す 

くなくとも、その要求にできうるだけ近づか 

うとの努力をもって書いた・と言ってゐる。 
要するに「多くの人々が彼を去ったのは、彼 

は二十年前小學生の峙分に習ったの忙さ 

うだ。大分忘れ'た語もある様だが、それ 

でも加なりよくしゃべる。イ弟敎に興味を 

持ってゐると見えて色々佛敦の日本に於 

ける現狀について間いてゐた。これは綠 

足章が応に役に立った實例だ。

〇その他滯米中綠星章が人の注目をひい 

たことは度々ある。何の印だと聞かれて 

エスペラントの徽章だ'と答へると大抵の 

人はエスペラントの何・なるかは常識とし 

て知ってゐる樣だ。ニケ月ばかり泊って 
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を知らなかったからだ。特にこれらの人々の 

ために本書は役立ちたいのである」。最後に、 

耶者がキリストをはじめて自分の王と定めた 

フローレンスの產であることを誇ってゐる一・ 

事に よっても彼のこの著述に對する熱意が知 

られる。しかし・人體福音書を基礎にして筆 
を進めてはあるが、辟頭に「イエスは馬小用 

’に生れたC馬小用、ほんとの馬小屋、キリス

ト毅畫家が、彼等の神がみすぼらしいきたな 
い臥床に憩ったことを恥ぢでもしてゐるかの 

やうに、ダビデの子のために創作した華やか 

なヽ華者なvestibloではない...」と書出し

てあるのを讀んだだけでもゝ彼が、決して狂 

・心者の態度で書いてゐるのでないことがわか 

る。キリスト自身をのぞけばヽ或る意味で、 
新約中の最も車要な役割を演じてゐるイスカ

りヲテのユダについて彼が書いてゐるところ 

を見て、一卷をつらぬくヽ彼の精神の片鱗を 

つかまへることにしよう〇彼については、「工 

ダの不思議」といふ標題で、「世界中でたった 

二人だけが・ユダの秘密を知ってゐた。キリ 
ストと、そしてかの裏切者とである。」にはじ 

まって・ユダ變節の原因に關する種々な說を 

並べた後ゝイエスは、ユダの憎むべき取引が. 

ピラトの弱さや・十字架の釘・等、等と同樣必 

耍であることを知ってゐた・といひ、「ユダの 

不思議は贖ひの不思議と二匝に結びつけられ 

てゐて、我々人間にとってヽ不思議のままに 
歹世されるであらう」と述べてゐる。

この書によって、はたして、救はれる囊魂が 

あるでおらうか.それは、今日の人間、すく 

なくとも我々キリスト敎の影馨に緣遠い東洋 

人にとっては疑問であるけれども、キリスト 

敎徒にとっては、福普書の・新しい時代の註 
稗として讀むに最もよいであらう。乂それ以 

外の人々にとっては、原着書にはありがたく

ゐた紐育郊外ベイサイドの素人下宿の主 

人はザメンホフの名も知1ってゐた。エス 

ペラントの概念は最早アメリカでも常識 

である樣だ、しかしエスペラントを學ぶ 

者が少いのは國情が然らしめるのだら 

う。實際生活上の.必要を毫も感じないか 

らだ。エス語を學ぶのは少數の理想家に 

過ぎない。そして女に多くゝ男は少い、 

殊に若い男でエス語を學ぶものは至って 

少い。それに鏘々たるエスペランティス 

トは大抵老人だ。アメリカのエス界はど

ないことであらうが、單なる文學的な讀物と 

して讀んでおもしろいへStiloはひじょうに 

よいc譯もヽ大册のことであるからうっかり 
したeraroはもちろんないわけでもないが、 

殆んど申分ないと言ってさしっかへあるま 

い。大册ではあるが、一卷を百數十章にわけ 

て書いてあるから・福晋書をひととほり讀ん 

でキリストの一生について幾分の智識を持” 

てゐる人なら.初めから忠實に頁を追って議 

んで行かなくても、暇々に、どこでも一章づつ 
拾ひ讀みしてもおもしろい。（Mijakc-Ĥiheji） 

★AMO per PROVERBOJ, ek* Arthur Aae vedo, 

trad. A. Couto Fernandes, eid. Brazi a Ligo 

Esperantista, Rio de Janeiro, Brazilo;1932; 

12 5 x 17.5 cm. 23 p. 0.50 sv.fr.

著者 A. Azevedo Cl885-1908）はブラジル 

第•の人氣劇作家で、これは、彼が十五歳.の 
時に作った小喜劇でプラジルやポルトガルで 

瞳々上演された〇 一人の班婦を愛してゐる格 

言狂のmaljuna fraŭloが格言攻めでゝつひに 

彼女の愛をかちえるといふ筋〉彼の【丨をつい 

て出る言華の九分九厘までが格言で・譯者は 
飜譯にあた・って、でき得るかぎり、Z.のlim 

verban）とってゐる力、ら、エスペランチ 

ストにもわかりがよい。その他の昔葉は生き 
た會話用句として役立つ。CMijtike盒hej） 

^AUSTRIO, eid. Ministerio por Coinerco kaj 

Trafiko, AVien;1932.

美しいオフセット刷の案内記。昨年度の寫 

眞版にかへるにすっきりした木版畫を以って 
してある 〇 Internacia Esp.-Muzeo. Neue Burg, 

Heldenplatz, \Vien I に Respondkupono を添 

へ'申込めば送ってくれる。
Cu oni intence uzas la vorton ” Coinerco " 

anstataŭ ハ Komerco " ? Uzita ankaŭ en 1931 

eldo no・

こへ行くか〇ヨーロッパや日本あたりか 

らドンドン働きかけることによって多少 

の效果はあるだらうと思ふ。

〇九月中頃鈴木正夫君が紐育に來る。同 

君に逢って後九月下旬の船で渡歐の豫定 

だ。アメリカからヨーロッパへ。散文か 

ら詩へ、現代から歷史へ、乾燥から潤ほ 

ひへ、la nova mondo からla malnova 

mondoへ〇さらばアメリカよ〇愈ゝみ 

どりなれ。 ・-

（昭和七、八、二十六），

sv.fr


420

Albert Einstein
TTT verk. D-ro Jun 丄ŝiŭara

trad. Jukio Onoda

En la jaro 1909 li prelegis la teorifizikon kiel vicprofesoro de Zurich 
Universitato, en la jaro 1911 sin transturnis al profesoro de Prague Univer
sitato, kaj en la sekvanta aŭtuno denove revenis al Zurich por farigi 
profesoro de Politechnikum. Dum tiu ĉi tempo lia famo estis pli kaj pli 
respektata pro publikigado de multaj gravaj tezoj・ Kaj fine en la printempo 
de la jaro 1914 li estis invitita de Vilhelmo Instituto* nove fondita ĉe 
Berlino en Germanujo, akiris la seĝon de akademiano kaj ambaŭservis- 
profesoron de la universitato. De tiam ĝis nun li studadas en tiu ĉi honora 
pozicio. Kaj estis vere rimarkinda afero, ke en la jaro 1915, kiam Germanujo 
sin lokis en la vortico de Granda Milito, li publikigis Ia ĝeneralan teorion 
de relativeco en bulteno* de Berlina akademi〇・ Dum la granda batalado 
li ankoraŭ povis okupiĝi al sia scienca studado kvankam tre maloportune> 
ĉar li felice apartenas al la regnofamilietatox de Svisujo. ‘‘ Teorio de la 
kosmo'' publikigita en la jaro 1917 estas la plej atentinda kiel unu vastigo 
de la teorio de relativeco, sed pri plue sekvantaj multaj tezoj, precipe 
koncernantaj al la teorio de relativeco kaj la kvantumteorio* lia ellaboraĵo 
estas tro multa por rakonti mallonge.

Kiam la teorio de relativeco fariĝis vulgare fama, li ne havis momentan 
libertempon por akcepti prelegojn inv辻itajn de ĉiuj flankoj・ Popoloj ja volis 
rekte lin vidi, kaj entuziasme aŭskulti lian parolon en konkuro. Kaŭzo, ke 
li devis vojaĝi tra ĉiuj iokoj en la mondo bedaŭrante sian karan tempon- 
por studi, estis pro troa brulegado de sopirego de ĝeneralaj popoloj. Ni 
bone memoras, ke en la vintro de la jaro 1922 Ii vizitis ankaŭ nian landon 
malproksiman por stari antaŭ multaj homoj・

De infana tago li amas muzikon kaj mem ludis muzikinstrumentojn, 
kaj precipe en ludado de violono havas eminentan talenton. Kaj plue li 
komprenas kaj ĝuas poemliteraturon. Ni povas supozeti la kaŭzon, ke lia 
karaktero estas sciencista kaj dume li estas neesprimeble modesta poeto. 
Kaj kvankam li ofte ricevis prorasan persektadon en Germanujo, k・C・, pro 
posedo de juda sango, tamen por tiu objekto ideo lia estas eble tro alta- 
Prefere li klopodas por akordiĝo de gentoj super &uj・

Post Njutono, kiun oni idole estimas kiel la plejan grandulon ĉe natur
scienco, lia nomo kiel natursciencisto estas en la mondo tre vastigita. Ĝi 
restos por eterne kun la teorio de relativeco, pri kiu li penis plej multe, 
— kiel unu mirindaĵo rara pli certa kaj reala ol miraklo.

--   . .... . .   ........  ••・ハ•.■.•ハ...•■•••■■••••••■.■•■■・ハ・■■・ハハハ•■•・ハ・ 
ヽilhelmo Instituto---- ウィノレヘルム硏究所 regnofamilietato 國籍

mteru) 硏究報吿・紀要 kvantumteorio 量子論
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URAŜIMA DE MIZ NOE
Epopeo de Takahaŝi no Muŝimoro

Tag' printempa, hoド nebula! 
Sur S,minoe-bord, mi revas.
Sipon lulas mar' spegula, 
Kiel song* legend, sin levas:— 
De Miz noe Uraŝima, 
Absorbite en fiŝgajno,
Remis sur mar malproksima 
Sen hejmir jam por semajno.
Sort' kaprica renkontigis 
Lin kun Mara-Di-Filino・ 
Arda amo ilin ligis, 
Remis ili ĝis marfino.
En Palac' de Di' de FMaro,
Plej feliĉan vivon ĝuis
Sen maljuni sen mort\ la pai•〇. 

Temp, alvenis, temp* forfluis.
Ha, malsaĝa, homdeziro! 
Cian bonon ĝi detruas.
L'edzon kaptis hejmsopiro, 
Nunan vivon li enuas.
Kaj, li petis al V edzino : 
"Lasu, ho, min hejmen iri, 
Al la patro kaj patrino, 
Por al ili ĉion diri.
Kaj jam morgaŭ mi revenos
Al ci mia koramata."

春のHの 霞める時に 墨の江の 岸に出でゐ 

て釣題のたゆたふ見ればいにしへのがぞ 

おもほゆる水の江の浦島の子が鰹釣り鯛 

釣りほこり七日まで 家にも來ずて 海界を 

過ぎて漕ぎ行くに わたつみの 神のをとめに 

たまさかに い漕ぎむかひ 相かたらひ 首た 

りしかばかき結び常世に至リわたつみの 
神の宮の 內の短の たへなる殿に たづさは 

リニ人入りゐて老いもせず死にもせずし 

て とこしへにありけるものを世の中の 

かたくな人のわぎもこに吿リて語らくし 

まらくは家に歸リて父母にことをも吿ら 

ひ 明日のごと 五は來なむと 言ひければ い 

もがいへらく 常世べにまたかへり來て今 

のごとあはむとならばこのくしげ開くな

Kaj ŝi diris : '' Do, ci tenos 
Keston ĉi ne malfermata, 
Se ci volas min revidi •
Reveninte al Felando."
Hejmen venis, sed, ve, vidi 
Sian domon, tiu dando, 
Eĉ vilaĝon, ne sukcesis.
Pro konsterno de hejmperdo,
Siajn vortojn li forgesis.

Cu pereis korta verdo,
Hejma varm' dum nur tri jaroj ?
Povos esti la vilaĝo
Kaj gepatroj kaj najbaroj 
El ĉi kesto.M Kun kuraĝo 
Li malfermis・ Nub' sin levis, 
Kaj tiriĝis al Felan do.
Kur, faF, kri,: '' Ve !'' Sed, ricevis 
Haŭton sulkan, la jun-dando, 
Harojn neĝajn, kaj ĉe 1'fino, 
Morton palan. Uraŝima, 
jen, la lia dom-ruino!

Li memvole, sen atento, 
Vivo de felic senlima 
Perdis・ Kia malprudento!

El Manjoo-ŝuu tradukis Takai^i-Uuna.

ゆめとそこらくに堅めしことをすみの江 

に歸り來りて家見れど家も見かねて里見 

れど 里も見かねて あやしみと そこに思は 

く家ゆ出でて 三とせのほどに 垣もなく家 

うせめやもこの莒を開きて見てばもとの 

ごと家はあらむと玉くしげ少し開くにĤ 
雲の 箱より出でて 常世べに たなびきぬれ 

ば 立ち走り叫び袖振りこいまろび 足ずり 

しつ、たちまちに尤、けうせぬわかかりし 

肌もしわみぬ黑かりし髮も白けぬゆりゆ 

りは息さへ絕へて後つひに命死にける水 

の江の浦島の子が家どころ見ゆ

常世べに 住むべきものを 劍太刀 しがビ 

\ろからおぞやこの君 ・：
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Notoj pri Japana Mito
(2 ) ............

Kijo Cujubi

日本神話硏究

露木淸彥

Antaŭ ili ne kuŝis limo, kiu distingas vivaĵon kaj ne- 

vivaĵon, organismon kaj ne*organismon. Ciuj objektoj havis 

vivon, spiradis la vivon・ Herboj kaj pSntoj povis paroli.15 

Ankaŭ birdoj havis senton kaj intelekton samkiel tiamaj 

homoj. Eĉ la vento laboris kune kun la homoj.10 Alivorte 

tiamaj homoj personigis ĉion, kion ili vidas antaŭ si, eĉ 

plantojn, bestojn ktp. Per tio ni tamen povas konjekti, 

ke ili havis animismon,17) — antaŭa formo de religiojn

Se orli pristudus la japanan miton komparante diversajn 
mitojn aŭ legendojn en la mondo, oni povus esplori la 

devenon de Japanoj, la tagiĝon de 1"Imperio ktp. „ Mito " 

ne aperis en unu momento, kiel juvelfabrikisto produktas 

juvelojn. Mito kreskis ĉiam pli kaj pli el eta semo, kvazaŭ 

kreskadas kverko el glano, aŭ pino el pinsemo. La grundo,; 

el kiu ek ĝermis „ mito/4 estas la koro de prahomoj, antaŭ 

longaj generacioj kaj generacioj.19 Kaj ĝi distribuis sur 

Ia terglobo kune kun la delokiĝo aŭ la migrado de homoj, 

aŭ tusado de kulturo. Se oni foliumas la japanan miton, 

oni vidas, ke ĝi ne nur ekzistas en Japanujo, sed ankaŭ 

ĝi ekzistas en diversaj lokoj sur la terglob〇・ Sekve oni 

ekscias, ke ĝi havas similecon kun alilandaj mitoj, kaj ĝi 

ne ekĝermis nur originale en Japanujo. Mi do kredas 

,,Teorion de Kontinueco de kulturo/' kiu insistas, ke kul

turo estas heredita, dissemita kaj distribuita, de pasinteco 

al estanteco, de loko al loko, de raso al raso.20 Laŭ tiu 
占 teorio, ni do konkludu, ke ankaŭ mitoj aŭ legendoj en 

la mondo estas ĉenigitaj inter si, aŭ alm enaŭ havas rilaton 

reciproke, kaj sekve la jaixina mito ne estas aparta nur 

en Japanujo propre. ' に ;，

Kiel ekzemple, mito pri „ Malsupren veno de Ĉiei-Diidoj 

ne nur trovas sin en nia lando, sed tia troviĝas ankaŭ 
＜，n Sudpacifika distrikto, Mongolujo2'^ kaj eĉ en Okcidento, 
haj」egendon pri „ Interŝanĝo de Monta riĉaĵo kaj Mara

organismo有磯协 

ne —無機物

intelekto 留能

animismo尘氣主 

義

praUiomo 原始人

delokiĝo 移動

migrado 放遊

simiPeco 類同

Teorio de Konti

nueco de kulturo 

文化連續說

insisti 主ĴU す

distribui分布す

；Ĉenlgi 繫ぐ

malsuprenveno de

Ĉiel-Diidoj 天孫

' 降臨

Interŝanĝo 一 海生

! 山幸物誌1
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Ven^a-legendo 復

幣睨話

Indonezioj インド

ネシャ族 

arĥipelago 群島 

lokalizi地方化す 

prototipo 原型 

mal'akorda 不合

理な

i^ncri無視す 

cign o-vi raulin c-

legendo [j 鳥處

女說話

folkloro民族學 

Distribuo de mito

神話傅播

fiui樂しむ 

pin^rb^ro 松原 

floroj disfalas 一

虛空よリ花降リ

妙なる樂聞ゆ

angel ino天人、天

女

iiere^iri昇天す 

nostargie據鄕的

riĉaĵo ‘‘ (Venĝa-Iegendo) similan al la japana oni ankaŭ 

povas trovi inter Indonezioj?2 Mi kredas, ke Japana mito 

estas import让a en la japanan arĥipelagon en tre antikva 

tempo kune kun la popoloj, kiuj venis de Sudokcidenta 

Azio aŭ de Sudpacifika distrikto ktp. kaj gi estas iom 

lokalizita, tamen plejparte ne perdante la prototipon ĝi 

estas konservita en nia lando. Do, ni rememoru, ke 

Hieda-no-Are penis sisteme kolekti kaj parkere lerni 

；diversajn legendojn aŭ mitojn, kiujn rezervis diversaj 

malnovaj familioj. Estas konata afero, ke malakordaj 
elementoj troviĝas inter ,, Kojiki “ kaj „ Nihongi," tamen 

ni ignoru ilin, ĉar mito estas historiaĵo en libera penso, 

kiu indiferentas tempon aŭ lokon.

Mi nun disvolvos legendon ” Birdo-virgulino-mito " aŭ 

i ” Ci^no-virgulino-legendo/' kiel unu provon de ” Distribuo 

de Mito." La legendo estas plej vaste distribuita en la 

mondo. Kaj ĝi estas bone konata en la folkloro de diversaj 

popoloj, kaj la rakonto estas unu el la plej belaj. En nia 

lando la fama legendo pri „ Hagoromo u aŭ „ Flugvesto い 

de ,, Noo ‘‘ apartenas al tiu ĉi tipo ;la rakonto estas jene : 
Unu tagon fiŝisto Hakurjoo ĝuas la pejzaĵon de marbordo 

apud Miho-pinarbaro, forlasinte sian boaton. Tiam subite 

floroj disfalas de la ĉielo, aŭdiĝas bela muziko, kaj balzame 

parfumas en Ia aero. Kun admiro li turnas sian rigardon, 

jen li trovas sur la branĉo de apuda pinarbo belan kostu・ 

mon, kian li neniam vidis. Tiam li audas belsonora n vocon. 

Angelino ! „ Tio estas mia. Kion vi intencas kun gし sin

joro ? ° „ Mi nun trovis ĝin ĉi tie. Mi ja volas kunporti 

ĝin alhejme por trezorigi.u „ Ĝi estas flugvesto de 

angelino, ĝi ne estas facile transdonebla al homo. Remetu 

ĝin kiel*antaŭe, sinjoro/4 •ゝ

La anĝelino tiel dirasノ kaj la fiŝisto pli kaj pli deziras 

posedi ĝin. „ Redonu ĝin al mi, sinjoro! u „ Mi ne volas 

redoni ĝin/4 Tiel ili longe disputas. Tamen la anĝelino 

ne povas ĉieleniri sen la flugvesto. Kun kompatemo 

Hakurjoo decidas redoni ĝin al la anĝelino, ĉar ŝi nos・ 

targie lamentadas. Kaj li proponas, ke ŝi dancu anĝelinan
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ludon. La angelino respondas, ke ŝi ne povas danci sen 

la flugvesto. Hakurjoo unue suspektis, ke ŝi foriros ne 

ludante la dancon, se li redonos al ŝi la flugveston, sed 

tamen li redonas @in・ Jen, la angelino en la flugvesto 

esprimas mil dankojn kaj ludas antaŭ li angelinan dancon. 
Ŝi flugas supren lasante sian veston flirtetuŝi al mara 

vento, kaj flugas for alten super monto Fuji, en la 

nebulon de V ĉielo・ Hakurjoo nur rigardas

Tamen tio ĉi estas iom diferenca de primitiva tipo. Oni 

ĝin multe* bele mondifis. Krom tiu ĉi rakonto tiajn 

similajn legendojn oni povas trovi en diversaj provincoj 
tra la arĥipelago, eĉ en Rjukju-insulo kaj Koreujo. Kaj 

Ainoj ankaŭ posedas tian legendon. Kia, do, estas la 

prototipo de „ Birdo-virgulino-mito ? " Ŝinĵi Niŝimura24 

statistike pristudis la legendojn pri „ Birdo-virgulino-mito u 

en la tuta mondo kaj li diris, ke tiu ĉi legendo estas る〕C

rakonto sur la temo pri la kuniĝo de homo kaj b rdoj, 

kaj socia vivo en totem-tempo respeguligis sur ĝi. Kaj 

post la pristudo li hipotezis la prototipon de 1'legendo 

jene:

1. Cigno aliformigas sin al anĝelino, nome virino^ 

demetinte sian flugveston, kaj banadas en fonto, rivero 

aŭ maro.
2. Viro, precipe ĉasisto aŭ fiŝisto, ŝtele prenas kaj kaŝas , 

Ia flugveston kaj poste li proponas ŝian manon.

3. Post la geiĝo ŝi naskas infanoj n.

4. Post la nasko ili malakordiĝas kaj la anĝelino 

ĉieleniras.

5. Kaŭzo de V malakordo estas tio, ke ŝi trovas sian 

flugveston kaŝitan.

Mito utilas por studado pri la historio de antikvaj 

popoloj, kaj oni povas ĉerpi ilian mensan vivmanieron el j 

la mitoj. Tamen mi nun ne intencas priskribi la antikvan 

historion de Japanujo laŭ la mito, sed tamen mi povus 

iom priskribi la socian vivmanieron, ideon, religion ktp. 

Kaj ni nun sciu, ke la vivado de 1'japana popolo en 

antaŭhistoria epoko ne estas limigita nur en tiu ĉi arhipe-

flirtetuŝi なびヵ・

せて

modifi修飾す

statistike 統計的

に

totemo トーテム

〔此の说話わ人と 

鳥との結合を說 

いた物話でト1 

テム時代の社會 

生活が說話に反 

映したのであ

hipotezi假定す

aliformigi sin 變身

する

proponi 一 manon 

結婚を迫る

ge'igo (geJedf igo)

maFakord^ĝi 不和

となる

〔先史時代に於け 

る『1本民族の生 

活わ此の群島に 

限られたもので 

ない、而も直接 

に間接に世界の 

種々な土地や人 

種と關低があ 

る〕〇 ;
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〔筆者附記〕

本稿わ筆者の口 

本神話に關する瞥 

見である。參考文 

献必ずしも權威あ 

るものを網羅して 

ゐないが策者の意 

見と工致したもの 

わ此魔に引用し之 

を费記した。

本稿わ筆者が將 

來完成せんとする 

「H不神話學」の基 

礎となるものであ 

るcが淺學の筆者 

にわ滩屮の難であ 

る。諸氏の誠意あ 

る御批評と御敎唆 

を乞う。

lago, sed plie rekte au malrekte ĝi havis rilaton kun 

diversaj lokoj kaj rasoj en la mond〇. Ne malmulte aludas 

al ni la mitoj en la mondo la transiĝon de kulturo kaj 

delokiĝon de homrasoj. La sekvantaj ĉapitroj tion aludos.

15),16) ,, Japana Kroniko." Voi. II.

17) Ŝ. Niŝimura: s. I. p. 208.

18) II. Haefker: „ Jarmiloj Pasas/4 p. 61.

19) II. A. Clarks : „ ABC guide to mythology・" p. 26.

20) Ŝ. Niŝimura:「日木古代社會」Aiŭikva Socio de Japanujo.^ p. 

148.

21) Legen.lo pri „ Gesil Bagdo.u Jeremiah Curtin : ”A Journev in 

Southern Siberia.*4 p. 127-129・

22) Legendo pri „ Hiam kaj Paq)ara.u

Ŝ. NiSimura:「大利時代」Ĵ,Jamato-Epokoj p. 516-517・(citi(a 

el la verko de J. G. F. Riedel).

E. Nakaĵima :「神話」„ Milologiotc p. 491.

23) Mi parafrazis la rakonton laŭ la tekstolibro de ” Noo/4

24) Ŝ. Niŝimura : ，Antikva Socio cle Japanujo.'1 p. 157-167.

「神話學槪論」„ Skizo de Mitologio^ p. 300-402.

1933年度海外雜誌豫約に就て

今月號に1933年度海外雜誌の豫約を募集すると、十月號の本誌で發 

表い仁しましたがヽもう一ヶ月延期することに致しました。何分相場の 

關係上本年度分に比して二倍以［:になるわけですから、このままではか 

なり重い負擔となるわけです。それで、幾分でも廉價にお琅次ぎできる 

やう發行元とそれぞれ交涉屮です。はたして滿足すべき結果が帘られる 

か否か、.乂來月號に間にあふやうに交涉が終るか（殊に目下は歐洲行郵 

便物が遲延がちですから）疑問ですが.とにかく一ヶ月延期して先方の 

返事を待ってゐる次第です。十二月號で募集いたしますにしても、先月 

號で述べたやうに、為替相場不安定の折からでもあり、おしせまってわ 

ることでもありますから、募集期間を極度に短かくして（甘ドの豫定で 

は十二月十H去でに締切るつもり）不時の為替變動に備へる考へですか 

ら、今のうちから十分御考慮おき願ひたいと存じます。交涉不調のばあ 

ひには現在の相場から計算して人體下記のやうな見きになると思はれま 

す。

Heroldo de Esperanto 12 仙 50 錢乃至13 側

Literatura Mondo 錢前後

Esperanto年鑑共!0^50錢前後・年錨無8圓和錢前後
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酥報道於

宗近眞澄

ザメンホフ家勿訪ねて

ゝOjstroの二人の娘さんに迎えられて、遣 

品の納められてある室の扉の前に立つc

二人の顔を交互に見較べてはどちらがより 

多分にMajstroのあの溫腋な而影を爱け繼い 
で居られ•るかと考えた。

二人の聲に耳を傾けては其の川に心第の晋 

律を感じた。

してどちらがお父樣のあの豐富な天禀をよ 

り澤山に承繼いで居られるかは知る事が出來 

ないヽ ・r ,
只見受けたところ二人の姉妹の氣質には差 

巽がある様だ。妹のr.idjaさんの力は・平衝 

の取れた善良さを有つ主婦型とぷう印叙を受 

ける姉のSofiaさんに較べると、より俺憬的 

な性質であり・立派な思想に對する鬪志もよ 

り旺盛であるかの樣な感じがした。

姉妹は何尊の皈り繕いもなしに具の家庭を 

見せて下さるc話しの中にも世間的な感傷の 
如味だにも現わされない,お父樣の逍品に就 

いて說明する彌にもまるでその人の娘である 

•ĴTを忘れて居られるかの樣であるC

けれどもn然的に此の姉妹の中にはお父樣 

の精神が今も尙活きて居る事が肯かれる。 

溫情に溢れた二人は瞬間々々にあの謙 遜な 

Majstro の言葉"Mi ne estas majstro, sed 

egalranga batalanto de la ideo n を，息し、出さ 

せる。
目のあたりMajstroの遗品に對して深い感 

慨に捉われる。 ・.

視線は文机の上に釘づけされて動こうとも 

しなへ 此の机の上で我等の言語は扶の生命 

を吹き込まれたのでちる。 ・

古いタイフ•ライターの鍵盤を撫でては、此 

の上にうつむいて働いた故人の佛を懷しん 

だ。

色の腿せた艮椅子の上に腰を下しては、疲 

れた心を懷いて此の上に橫わり眠りを求めた 

姿を偲んで立ちも上り兼ねたC
數々の記念牌、徽章、記念品、免許狀や豐 

富なゝI;がtroの藏書は此の住居に博物館の氣 

分を與える。
二人の妹姉の御親切でMajstroめ涼槁を見 

る。其の存在は未だ餘り世に知られて居ない 

ところのものであるc *
許可を得て其の中から數行墓書き取るC 

感激に充ちた指先で更に頁を繰る上Litera 

tura Mondo 誌所載、Julio Baghy の u Mia. 

Angulo J,より入

第25回萬國エスベラント大會

第25囘萬阈エスペラント大會は來年の;月 

29口からS )\ 5 Hまで獨逸のケルン市で開催 

される爭になって居る。

同市の市長 Konrad A(leuauer博士は巴里 

に於ける今年の大命に際して、丁亟な今年度 

の人會に對する祝賀と次年度の大命には多數 

同志の參加を熱望する意味Q抹拶狀を送って 

居る。

南洋よりエス語レコードの注文

南洋爪哇のバタビヤ・エス命の S・ro B(ien- 

1ingから此夏同方面を旅行せし奈良エス命の 

宮武正逍氏を通じ、學會發賣にかかるEspero, 

Tagiĝoのレコードの注文が來て、南洋輪出に 

經驗なき學命當局を面くらわせた。•今河は見 

本として四枚だけの注文だが、もし其のレコ 

ードが先方の氣に入れば引き緬き百枚以上注 

文したいとの事であった。
最近南洋のエス運動はシェラー •ペレル•宮 

武の諸氏の相次ぐ來訪に刺戟され、とみに活 

氣を呈し・急に同志が激呛したとの亭で、未 

だ金人の机風を殘していると稱せられたボル 
ネオの如きもS-ro Votの活躍で敲近二白名 

以上の同志を獲得した和である。
それから爪味第一の土話新聞Bintang 

limoer (Stelo Orienta)の社長lSrada Hara- 

hap氏は明年日本訪問の希望を有し、且つ宮 

武氏からII本にけるエス語の现状を聞かさ 

れ多分に色氣を有しながら、未だに疑惑をさ 

しはさみエス話の硏究を初めないらしいの 
で、□本の同志諸君から氏に對して才日本旅 

行にはエス語さえ知っておれば何等不自由な 
い』旨を記しドシドシ投書せられたいと ' 同 

地のから通倍があった.氏は土人啓蒙 

遅動の先楼者で、氏の綠化は爪哇土着氏に必 
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ずや等大の影響を與え、同地方のエス運動は 

急に進展するものと思われる。投書は馬來・ 

和M•英語のヽ、づれにても結構である.宛名は 
S-ro Paradu IIarah：xp, N. V. Klectri^che 

Drukkcrij en Uitgcvers ヽIij・ Bintang Hindiaj 

Batavia-C^ntruin, Java. である。

（奈良エス會做）

萬國電氣大會ごエスペラント

7n &ーだ□巴里で页阈電氣大會が開假され 
たが、今年は第一囘大會が開假されてから5 

年Hに當るので、兼て其の祝賈の克をも含む 

ものであった。各國から參加した會貝は1;坊〇 

名で、中には相當知もの・け家も多數あった。

乂 AViister博士を始め 巩h】博|:ヽAisberg 

氏、van de Wel!氏等熱心なエスペランチス 

トも多數參加して、國際補助語問題に就いて 

氣勢を揚げた模樣である。
協議角に於いてCotton敎授はエスペラン 

トに對する自己の糸酬驗を語った〇

Pobi博士はゐ〇年以前にM・ くもc. g. s.（梶瓦 

秒）單位制を採用して歷史的榮譽を得た同大 

會の過去に於ける功績を擧げて、電氣界は工 

スペラントを公用語として廉認採用するに就 

いても亦先鞭をつけて.再び將來に於いて先 

逹たる光榮を得なければならないと論じた。
Lombardi敎授は!KC （阈際電氣工學参員 

會）の七人の用語選定委!4中の一 ・人であるが、 
エスペラントを公用標準語として用語辭典中 

に入れる様、IECに提案する旨を莒明したc

婦人エスペラント聯盟分科會

巴里に於て萬域!エスペラント大會・開催中、 
8 n15 II UDEV（U人エスペラント聯盟; 

分科會が開催されたC
Julia Isbriicker夫人（和蘭）司會の下に開 

會されて、Elise Jacobs夫人（獨逸）が會長に 

選擧された。
Guinaud, Spiess,（ierard, Borelの各女史が 

人頼の幸福贈進には・婦人が協力して活働す 

る审が必要であると、仝・世界の姉妹逹に呼び 

かけた。

•此の會でし1FPL （國際婦人平和自山聯 

盟）は至って不評判であった。それは前に 

GrenobleでLI FPI,の大伸が催された時、各 

國に於けるエスペランチスチー ノの活躍はn 

醍しかったにも係わらず.幹部の認讖不足か 
ちしてエスペラントを公用詰として大會で承 

腰すろに至らなかった爭實Iこ端を發す乙もの 

である。

結局此* U DE V分科舍に於いては・不可 

解Xつ不愉快なしIFPし幹部の應度に對して 

は・各自國で非を鳴らして更にエスペラント 

の必要性を离調し上うとぷう巾合せにー•致し 
た。

Unuiĝo de Esperanta Virmo の常任幹 寮は 

S-ino Nora Kozma,

Andnissv ut 5, Bulapest 6, Hungarujo.

尙VDEVの目的・爭業、企劃净に就いて 

詳細に知りたいエスペランチスチーノは理の 

き下記へ。
S-ino Elise Jacobs,

Mathildenstr. 9, Flensburg, Germanujo.

ハンガリー勞動界ビエスベラント

ノ\ンガリー勞・働者エスペラント會の創立は 

1914年であったが、1914〜1918は世界大戰 

の爲めにゝ會の活動は全然休止の餘儀無きに 
至ったが、1919年は再興して或は普及宣傅［に 

或は和講演に活躍を績けて今｝Iに及んで居 

るc護立以來18年の歳廿を顧れば.自ら滿 

足め出來るものがあると云うc

例えば A. Schuller 氏の u Laboristaro kaj 

Esperanton は 6000 部を、S. Tieder 氏の 

n Koinuna principo— komuna ；ingvo n は 3000 

部を¥弋Ŭ盡して居〇〇 X各種のポスター以外 

にいT厲枚からの宣傳ビラをffi!布して居る*

每年］。〇囘からの宣傅海演會が開保されて、 

5000人からをエスベラントに引きつけて 居- 

る。. •
锻近一箇年間にu Popolvceo n誌には5, 

爭n雜誌には28のエスペラントに關する 

記竇を揭載せしめて居る。又&囘に亙って開 

催したエスペラント展覽會は300（'人からの見 

押者を得て居るし、同會本部主僱の遼足刊に 
は〇8囘で延人員次戌を參加せしめて居る，

上記で大體の形勢は窺い知る事が出來る樣 

にゝ世界は不況に喘ぐ折柄ハンガリー勞働界 
に於けるエスペヲント運動は一-路上向線を辿 

って居リ・其の團體もBudapeŝtoの市内に 

认市外に6,地方に19を數えて居る。

オーストリヤ鐵道ビエスペラント

オーストリヤ鐵道當局は夙にエスペラント 

の實用性を認めて、從業員の學習には便宜を 
與えて居たが.今年9月から正式に之を國際 

公用語として承認し.乘容車学に習得せしめ 

る事になったc ••
さしあたり維納市の車掌詰所では國際工え 

ペラント博物館長 Hugo Steiner氏が講帥と 

なって講習を指導中でちる。
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第二十回大會參加記
LA XX KONGRESO DE JAPANAJ ESPERANTISTOJ

大會が近づくや委員は「J夜學會事務所にっ 

め準備に大車輪で戰場さながら。明けて十五 

日となれば生憎の降雨ヽ然し申込四百名、實 

際參加三百六十名ヽ外に希望就勤勞女殘校の 

團¢5參加があって約四百名に近い出席で正に 
H本人询のrekordo破り。

第一日c正午早くもkoridoroは人と 川p 

の話強に滿つ。正14時Esperoの合唱に依て 

發令或開會。灌備衣員艮美野川琢瞎氏の挨拶 

あり、大會名譽會頭に大石利三郎氏を、會頭 

に藤澤親雄氏、副會頭に梶弘和、石黑修、堀 

真道・川原次吉珈・由里忠勝の五氏を推薦 

す。命頭藤澤親雄氏立って例により熱あって 

流麗なEsi».で挨拶.次で日本のPri、が 副 

會頭由里忠勝氏の落睛いた演說あり.終って 

會頭よリ讶記長に堀讥道ヽ書記に里吉:£時、 

北原二郎、萬澤まきチC會計?ヽ小此木貞次郞 

小堀狷二の諸氏を指名し、大金人學々長を川 

原次吉郞氏に依囑す。次で大石和三郞民の名 

譽會頭並に我が學會理事長として挨拶があっ 

た。各誓門會及地方會代表の挨拶に移り大阪 

エス存ヽ京都エス聯盟、神戶エス協伶、名古 

屋エス聯盟、北越エス會、仙毫エス命、横濱 

エス協命、エス普及會〔銅岡入新潟醫大エス 

俱樂部、H本佛敎エス聯盟、希望社勤勞女學 

校ゝ紀北實踐女學校.11本プロエス同盟東京 

支部、日本鐵道エス聯盟、東京鐵道エス會ゝ 
九州エス聯盟、日本プロエス同盟ヽ東京學生 

エス聊盟、東京エス俱樂部の十九團«5の代表 

が熱辯を振って挨拶された。只多數であるた 

め例により各三分以內と時間を限らねばなら 

なかったのは遺憾である。次で當日出席の外 

械!の同志フランスS. Amouroux氏、ハンガ 

リ ー Joseph Major 氏、アメリカ A. Alex- 

ander孃に挨拶を乞ふたので大會は宛然阈際 

大會の氣分になったcそれより各地画¢5及個 

人よりの祝電ヽ祝詞を里吉書記期讀し.之を 

以て發會式を閉ぢ・一同紀念撮彩をなし（本 

號口給參照;）血ちに引績き財團法人日本エス 

ペラント學會維持只總询に移る。人石理事長 

を議長とし、評議□岡本好次氏ろ事業並に會 

計報吿ちり（會計報吿詳細は本誌本年三月號 
p. 113-114にあり、Lu Tagiĝoの合唱を以 

て午後の會を終った。

夜は19時より第一囘大會人學。先づ川原 

厚長開誘の窗に始まり高木弘氏のEsperanto

logio の對象と方法、丘英通氏Scienca Ĵong- 

laĵo de bestoj,岡本好次氏E p-ologio私見の 

講義あり、夫々得意の壇上とて聽衆に多人の 

興味を與へられたcその間三百餘の參講者が 

熱心に講義を聽いて居られたのは我がエスペ 

ラント界が眞に硏究的となりヽ著しく進步し 

たことを示すものであらうc

濟時より鐵道エス會斡旋による活動寫眞 
の夕の催しあリ、Esp.文字幕入りJapanujo 

en kvar mezonoj,同じく Esp.文字幕入りで 

件奏付坪內逍遙作Silueto : Komercistoj kaj 

Simiojあり、映畫と歌詞が中々手際よく合っ 

てまるでSonfilmoのやう〇最後に漫畫;海 

の桃太郞』.『動物の運動會』には一同抱腹絕 

倒、悉く bonhumoraな氣持になって時 

散會。

第二日。雨は未だに降りやまぬ。午前は會 

員は各所に集まって分科會が催された。

鐵道分科會（東京鐵道クラプにて）宮野武 

雄氏を議長とし報告、討議、役貝改選等ちり・ 

出席三十三名。 :
佛敎分科會（東京堂にて）太宰、神岛氏の 

主傲で懇談、出席十三名。

盲人分科會（小石川區東京盲學校にて）斤 

岡先生外約三十名出席。
藥學分科會* （日木橋白木屋闌の間）幹事三 

雲隆三郞氏r出席十一名C
Ksp•敎授法（中央佛敎會館）岩下順太郞氏 

司命活潑な討論ありC出席二十三名。
希望社分科會（希望秋內）询の開き方、發 

音レコードに就て討議G出席［・七名C
醫學分科會（お茶の水文化アバートで畫餐 

會）TEAKとの交涉、日本でEsp. Medicinii Re

vuo 發行、JEMA名簿作製等協議出席「名〇

大本分科會。人命前繼岡に於て開催。大本 

敎徒がEsp•普及に働く場合には單なる熱心 

なesp・istojたること、現下の狀況に鑑み愛國 

の精神を以てEsp.遅動を指導すること・來 

年大本敎のK<p.採用十年紀念として京都に 

大會開催支持、圖書出版尊の決議出席約六 

十名〇 ・:
プロエス友の何。本鄕區靑木堂にて開催の 

球定であったが.開催不能に陷った由。
文誣分科會〔學竹講堂にて〕下村芳司氏司 

會の下に日本エス文藝協會設立を議す。出朋 

者二十二名。
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科學分科會（舉會小敎室にて）小野田幸雄 

氏司會。懇談。出席者十一名。
UEA分科命（學會爭務室!石黑修氏司會. 

reorganizoに就て懇談〇出席五名〇

學生分科會（寳生命館）二十九名。

午後は寳生@館に於て13時半より石黑副 

會頭司金■第一囘協議會、relda metodoを題目 

とし.斯界の泰斗着下順太郞氏が二時間にわ 

たリ講演及び實演〉次でJoseph Major氏の 

Pri la rekta metodoなる講演あり、聽衆と岩 

下氏との間に質疑應答あリ、Esp.敎授上まこ 

とに裨益する所が多かった。ことに碧下氏の 

此の】Moln metodoの實演は一般の大に期 

待した處で・たヾ時間が四時間位であったた 
め充分を雄すことが出來なかったのは遺憾。

十八時よŭ、藤澤會頭司會の下に晚餐會、 

Major,野原休一氏・大和HJひな了孃のtablo- 

parolojがあった。

十九咔半より餘興のタc岩山宗一郎氏司會 

の下に、先づArĝenta Kunsidoの里吉 氏の 

ukleio彈奏で宮部氏と掛け合ひHaヾが〇氣分 

の Gazkantoj, Klara 會の子供劇 „Infanejo u 

が拍手をあび、次で希望社の少女令唱團の洗 
鍊された合唱 Tra V ：irbar,, Luĝobusa knabi

neto, La lasta rozo de somero が聽衆を魅了 

Arĝenta會のしとやかな榊原峰.子嬢の「荒城 

の月」「紅屋の娘」「ノ、ブの港」の踊は全くの 
surprizoで、希望社の田代.篠原其他男女 

名優の,dramo „ Lifto-knabino ",同少女連の 

kolorlumojに照し出された華加な舞踊劇數番 

は觌衆を醉はしめ、最後に里吉巫時氏自作自 
演の Monologo „ El la balo hejinen u はそ 

の巧なvortojとgestojとで眞にせ主る演出 

本場のvarieteoにでも行った氣持で打出しと 
なったのは二十二時を過ぎた〇

第三日c憾の雨は霽れて晴天。十時より大 

會大學、泉茂雄氏のKion fari ?に始まり・佐 

々城佑氏の『名詞と側在形容詞との數の一致』 

は氏獨步の境地、その周密なる硏究には何人 

も頭の自ら下るのを感じた。Kiri Maier氏 

のEsperanto en KrizoはLI不エス界に多く 

の會あるはけしからぬ\□本エ決ペラント學 

會を支持せ上と喝破。藤澤親雄氏はONeng 

politika filozofioの題下に流暢に王道を睨く、 

さすがはEsp.辯舌界般高の雄ゝ時旣に十三 

時を過ぐる十五分、最後の小坂狷二氏：エス 

ペラント動詞の自他動性』を前刷によって二 

分間馳步解睨。
十四時第二協議會。前半堀.後半川原副會 

頭司會c先づ各分科窃の報吿あり、十五時二 

十分より K n stanta Reprezentantaro [J 不代 

表進藪靜太郞氏KRとしての银吿ヽ•丁〇】Kエ 

ス講座放送、阈際機關のreorganizoに關すら 
報吿。數fi前歸朝せられた鈴木正夫氏のパリ 

-萬國大會、殊に進藤氏の代理として出席し 
たKRに於けるreorganizoに關する報吿¢> 

りc提案の討論に入り1）嘉穗エス會提出の 
『阈際補助語擁進委員命結成"件』は結周捉案 
者がエスペラントの网際機關に關するigno

reco による提案である故提出の熱心はap obi 

するも採捋せざることに決定。り鐵逍分科會 

決議案『鐵道省各種掲示類の梯記にエス諾採 

用の再建議』は採擇。3）京都エス聯盟提出緊 

急動議『日本エスペラント中央機關Centra 

istraro設立を協議する委員會選川の件』は 
伊藤榮藏氏の說明につぎ先づ小坂氏より屋上• 

屋を架する觀あること、公右各喩を網羅せね 

ばならぬこと、或極運動に利用するっもUは 

なきゃ導の質間を先頭とし・大阪の進蛭氏よ 

5日本のnacia societoはKRに賦課金を拂 
ってゐる□本エス學會の外にない他の會は何 

とpretendiしてもfakaj societojである、依 

てfakaj societoj相万の聯絡は各自名簿をIU 

す悸の方法で密接ならしめる方法をとる事に 
ネ案を修正すペしと說く。又「I本エス學命が 

中心機關として統制やorganizoに熱心でな 

く穏和すぎるからいけない等の議諂も出る、 

本案の如き議事進行上の問題でなく禾要問題 
を緊急動議として上程するは不合理故一年延 

期すべしとの說も出て議場騒然としたが.結 

局提案者に對するbonkora amikecoで上程を 

はかったものと書記より謝罪あり・以後大會 
には再びせざることとし卽ち今年のみの除外 

例とする條件のもとに採決の結果採擇となリ 

議長よリゝ委員二十二名を指名す。最後に り 
來年の第二汁・一囘ノC倉を京都に!nvitiする件 

は前囘の京都の日本大會は 今日迄protokolo 

を發行せず、何計を公表せぬはけしからぬ、 

との議論も出、又九州エス大會に别府市へ 
invitiする決議があったのを京都侧よりの懇 
請により中止された事實から賛否兩論あり.
結局來年は議审錄又は會計報吿は必ず捉出す 

べしとの條件付で京都に開催に決定。十八時 
半漸く議了。Motteauの符のEspero合唱、 

大會を閉ぢた、 ゝ
十九時より川原副會頭司會の下に送別晚餐 

會、大石名譽會頭、丘博士・ Major,月本曲 
多治.中原修司、夫戶圭ヽ近藤國臣、阿部 

千代孃、川原夫人、Maier,何盛三.小坂狷二 
氏の演說、D-ro Privat, S-ro Grenkamp,悸 

吹込のレコードがあって二十二時.和氣稲々 

の裡に大會の幕が閉ぢられた。
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★締切は毎月!5 El★報道は前軍明瞭に勲 

ひたし★紙面の都合および船裁の統一上. 

文鞍ヽ假名遣ひの變更.原稿に對する加 

削除および寫噫の垠捨等は任されたし★ 2J 

字詰原稿紙に横書きのこと★封筒には內地 

敘道と明記のこと★爲返返送希望の向は豫 

め中添え•しれたし（なるべく寄贈されよ）

各地のエスベラント大會

Lokaj Kongresoj de Esp-istoj
510月15 —17日の第二十囘H本エスペラント大會と前後して、各1 
i地で地方的エスペラント大會が持たれ、乂開曜を決定された。 Ĵ

第七回北陸エス聯盟大會

ゝ）U 25 II14峙から富山商工會議所で第7 

囘北陸エス聯盟大會を次のprogramoで 開 

催。金澤市から瀨 

川敎授外ヨ名・高 
岡市から小寺敎授 

外1名、五帀石.

卩岡■鷹栖.下奥井 

から各1名ヽ富山 

から19 •名山席。
Programo:— 

〇 Espcro n 合唱 

ーー大會會頭選擧 

——大會會頭挨拶 

—各地方命代表 
挨拶---祝飾の披

站——临昭7年度 

大存開催地を高岡 

市とする件（可決） 

ーー„ Tagiĝo "合 

唱——記念撮影。・
18時から束洋軒で晚姿食。出席者20名 

後總曲輪商店街を散步して散會。（富山 

會報） ____________

鐵道用語のエス譯

鐵逍用語のエス譯を一定する|］的で.先づ 
國有鐵道組織の各局課所名を小松氏が主任と 
なって數名の小公員會で硏究中。

エス展覽會

同志社中學エス會は9月21日運動會常日工 

ス展覽會を開き.ポスター等を陳列し中學特 
製エス矣宣傑手拭を賣りなどし成功を收め

篦七回北陸エスペラント大藝

前列.向って右二人〕］から深井（五百石）、瀨川 

敎授（金澤）、石热（富山）.志甫（高岡）.小倉（廳 

栖）。中列、右から北川（富山）・松本（富山）、最 

左端余川（富山）。後歹1］、最右端島倉（富山）の諸氏

〇食
エス

第一•回北九州エス大倉

九州北部各地のエスペランチストを集め 

て、丄〇月16日、小倉:脚範の自立堂で第一囘北 

九州エス大會が開 

かれた。詳細にっ 

いてはまだ報導に 

接しないから、做 

吿を待って來丿Ĵ號 

で發表する。

第二回臺灣 

エス大會 

12JJ3（ 土）一4H 

（H1ま北市蛊灣歸 

專講堂で第〔囘・ 

灣エス大會が開か 

れる〇
Programo:〔第 

一口〕1.ラヂオ放 
送。〔第二「门（9 

時から）H・發會

式。IU.大會分科會。ゝヾ・大會協議會。

なほ會期中、第1囘妄灣エス學命大會と工 

スペラント展覽徴とが持たれる。 _

た。（;同志中エス會報）

盲啞學校でエス語

佐賀盲啞學校では盲部中尊部に今年四月か 
らエス語硏究會あŬ\四年生4名・犬塚竹次 
氏（盲人:指席、第一エス植本（點澤）使刖•毎 
週月水木:-;時間づつ硏究してねる。一年生U 

人は田崎鶴松氏（半冇）指導で「エス議む」を 
用ゐ毎週火木土放課後1時間づつ熱心にやっ 
てゐる。（HI崎鶴松氏報）。



431

で•づーニ•ある•ろ一二

大牟田〔大牟川エス會〕9 

月13日九大伊藤敎授、福岡工 

ス俱樂部江II氏來初ゝ匕時 

から植川會艮邸で歡迎？!t餐 

會。1】名出席〉伊藤氏の歐米 

視察淡.日本人の常識》Esp. 

は歐米人に比し遜色なしと聞 

き意を强くす。★】（）丿J 7 □正 

午J. Mnjor,大崎勝夫兩氏來 
訪ノ18時からKafejo Ĉigusa 

で Bonvena kunveno.19 名出 

席r空前の盛況。翌Ĥ 9時半 

から帀立商業でMajor氏講 

演・・最初15分間Noヾzelando 

に就て英話演暁・同校英語敎 
師の通譚みごとにmalsukceso. 

代ってエス語演睨、大崎氏の 

流暢な通課に瞰□.生徒に多大 

な感銘を與へた。正午鹿兒岛 

へ。見送り旁々同志6名・荒 

尼町海浚館へpikniko.

横,艮去る6丿］に來朝した 

violonisto S-ro Sabo t は佛船 

ダルタニアンで再び來濱，9 

月29日は濱のVerda Jupitero 

を10月1"は同志數名と東京 
のArĝenta kunsidoを訪問〇又 

氏の親友で・京濱の同志にお 
なじみの pianisto Aniouroux 

は】0月12 ロアンドレ•ルボン 

號で來朝ゝ13日夜ヾ•・丁.に出 

席、ハり/1會參加談で悅ばし 

た。’けI』出帆のあはただしい 
中を】6日の日本エス大會に出 

席Salutoした〇 QEA報）

大阪〔新星會〕大每前の喫 
茶店Museで9月28 U19時 

からEsp.秋の夕を催す。’神 

戶のD-ro月本等數名、评和 

H1その他の會かち參加、出席 

者約〇名、秋の夜を愉快にす 
ごした。（細川氏戟） .

大連 10刀200（11曜 澄み 

きった秋の大空の下を币外の 

老虎灘へpikniko.參加者、 

S-roj大神.北尾、有馬、林、 

徳安.F-inoj吉村、有馬。

'（徳安氏5!10

日本エスベラント文藝協會創立

Fondo de Japana Esperanto-Verkista Asocio
晟近我國のエス諸界に極々な書籍が出版さ 

れるがゝ海外のrecenzistoによって酷評され 
ることが多い。その主な理由は、

1. □本のエスペランチストの書くエス文 
そのものが技術的に劣ってゐること。

2. 飜課物にあっては♦飜譯すべき作品の 
選定を誤ってゐること。

の二つであるCこのことを遗憾とする人々の 

間に、これの對策が考虑されてゐたがゝ第20 

囘］j瑕エス大會を機會に日本エスペラント文 

英協角が劍立されるに至った。卽ち端木淸彥 
氏捉案の文药分科會は三宅史平氏捉出のエス 

ペラント文藝の會別立の件を滿場一致で可決 

し、分科命は衽ちに閉會.分科會の議長下村 
芳司氏司會のまま文藝の令创立準備委員會に 

移り、かねて印刷に附して配布してあった三 

宅氏私案を無議ゝ多少の修正を加へて可決し、 

辭句の修正は常任委Ĥ會に一任することに屮 

し合はせた。會名は露木氏の修正案通り、n 

木エスペラント文漠協令（JspiM】" Esperanto・ 

Verkista Asocio?と決定した。

命則の大耍は下記の疝リである。
目的:a.エス文學の確立を期するためEsp. 

賞用の技術的向上を計る。b.よき文學作品の 

飜譯。事業:a.エス文學の集團的硏究°b.魏 

譯すべき作品の選定と分擔〇 c. Bultenoの發 
行。d.公開講演會の開催。e.飜譯・添削等 

の引受。f.圖書出版c資金のできたばあひを 
豫想して人 機關:事集を直接執行する機關 

として委員會を設け.細則は別に定める。會 

费:一ヶ年20錢。（以下省略）

主な顔ぶれは上記三氏の他に・岛木弘、灾戶 

圭一 ■多羅足一郎、右島友关•小垣虎次郞・松菜 

菊延ゝ守髓ー、平岡昇の諸氏で■専務所は'営分 

の間、東京市本鄕眞砂町37第二昭和ハウえ 

三號とし、金阈同志の支持を期待してゐる。 

倉員には添创料割引等の特典があるはず。

同志の交
-4F/

羯

★神戸エス協會と大阪新星會★

今春以來、關西エス界に愉快な、そして效 

果的な催しが實行されてゐるc特急爼車30分 
で結ばれる阪神間の同志の團般的交互功間で 

もる。5月16日夜、神戶エス協會が大阪から 

南・兒島兩氏を迎へたのを第一囘にゝ7月11 

日夜は再び大阪の南、兒寫、黑崎三氏の訪問 

を受け、答禮として7刀20日協會貝7名が人 

阪新星會主催の茶話禽を訪れ.8 ）\ 28ロには 

4名が再び同會に招かれた。この企ては、双 

方の同志に常に新鮮な空配を注入し、ともす 

ればだれ易い運動によい刺戟を興へてゐる。 

なほ、神戶エス協令は.エス運動上に貢献し 
てゐる地方會機關誌の改良發展のために.地 
方會誌の全國的交換を提唱してゐる。

（神戶エス協會原木文夫氏報〕

〔係りから〕近接郝由エス會和圮の交歡、 
地方會誌の全國的交換・いづれも望ましいこ 
とであるから今月號に添附の年鑑が、廣くこ 
れらのI」的に利用されることを期待する。
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地方會だよ り

名古屋エス專綢會

名古屋エス會では9月27n19時から陳ビル 

3階の事務所で秋季定時總會を開いた。出席 

者14名。會計很吿・委員の改選■エス大會に代 
表派逍の件、會話轨秋季遗足會ゝ秋季初'③ 
講習開催等に就せ協議し二2時29分散會。

新委員竹中治助

1再選重任人田中俊 

•一郞（新任人中野武 

雄C同〕氏等當選。

（NES竹中委員報〕。

小樽エス會

9月24H19時から近 

睦氏宅で第二年度總會 

を開き會計及び事務經 

過很吿・役員改選其他 

議要事項を協議,役員 

は會授留任、會計邊見.

庶務齋藤の諸氏“なほ最近方針の行詰りから 

例會は五人程度で全く意氣I:らず、唯此れ等: 

の者が初步的な會話會を持ち得るのみc他似 

體からの激勵の通信を望む。纯名は小梅市花 
園町西ニノ二十小檢エス會。

大阪〔0E勺例會=每週火曜午後七時から 

大江ビルにて每囘廿數名の參加者があリ盛 

會。目下 みim・しegolibroに就き詳細な語法 

硏究、會話練習。隨時Esp.運動の諸問題に

尼ヶ崎エス會創立紀念
中央右總務村山校長、左會長代理中馬夫人

旗ト其標準型ニッイテー一竹中治助」。*7・ 

秋期定時總會報吿。★&

聯盟通信1〇; Jui.11;Aŭg.（鐵道エス瞒盟）

ORGANO de NOVA STELO 29; Sept. C新星會） 
★30;Okt.

SEMANTO 3/1; Sept・（宮崎エス命;;。★4/1; 

〇は・再び本誌の使命について——堀內恭 
二、Zamenhofと其眼科---杉ロ1直臣。

BUNKA JORON 6; Sept.（愛正團;）

KRUCO, LA 2; Aŭg.（渡部隆志） 

仲のよい友2; Aiig.（仲のよい友の會）

BULI ENO de OES 4/11 ； Sept.（大阪エス會） 

最近一ケ年間の會員購入書籍の統計。

VOJO, LA 4/1； 5/Sept., o/I;12/Sept.（吹田 
峨道エス會） 

就き會員の硏究發表.1〇月口日進藤氏 
“ Reorganiza problemo "他地方 Esp.會より 

來訪の同志の感想談、c東京よりの岩下氏等、 
名古屋よnの由比氏等〕がある。特に第二火瞬 

は1:・〇.批評、第三火曜は會話練督も行っ 
てゐる。今後第三火曜・會話會は會場を街頭 
に移す豫定。女委員會=8 H16『［（新任委貝 

の爭務分據.計劃和談、中等講習會）10 n 7 

FK牛期豫算鶴戚・大命對案、初等講習開催）。

束京〔東鐵エス會〕 

9丿J29）］ Teejo <<Klaran 

で定例會。小坂氏外 
gemembroj十數名會合 

漫談。

名古屋cnesĵ會話 

會=10月12日19時から 

廣小路爲氣百貨店階上 

で開き、由比氏の指導 

當番にてエス語のみで 

會話會の規約、初等满 

習會の開催と其の方 

法、來年度の日本大會

を名古用に招待すること等を話題に大いに喋 
る。大會招待は問題が匝大なので命話刀練習 
の本旨を忘れて…同眞顏になって討論の程度 
にまでなる。この分ならば名古屋に大伶開催. 
のロ も遠くはあるまいC幻時30分敬會、出席 
9名。CNES娄員竹中治助氏報）

豊橋 今まで借りられた瘠岁版が借りられ 
なくなったので、ニュース發行を中止したが、 
目下何とか工面をつけようと考へてゐる。活 
動は今後に御期和を乞ふ。（高橋哲次報）

LUMTURO, LA10; Aŭg.（京都鐵逍エス命） 

FER 19; Sept.（柬京鐵道エス會ノ Sensencaĵoj 

一Tale Aoki. Antaŭsciigo de vetero — K. 

Tanaka- ★20; Okt.

VERDA ĈAMBRO Sept （三高エス會）

AURORO, LA Sept•（福岡エス俱樂部;）如何 

に語法を硏究すべきか一淸原道夫

NORDA, LA 1/V; Sept. C北越エス會〇

NIA SANTALA ARBAJO 5 .〔梅惟中學エス诈） 

AMIKO 3・C豐橋エス會）
LUMO ORIENTA, LA 3/11; Jul.-Sept.〔日本佛 

敎エス聯盟）嘆異妙（T・Jamaguĉi）,妙法 

蓮華經藥草喩品CK- Noĥara）,聖德太子:点 

法等刁飜澤、佛敎術語窗典、外國語學習の 

反省CB. Akijamu）等、それぞれに意義が 

多いのであるが、菊判16頁には盛り澤山 

すぎて、短く切ってあるのは遺憾。ことに 

季刊である點で、その點が」層深く感じら 

れる。
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宇都宮エス評講習會

前列向って左より三人目、満師椎橋 

四人目ヽ同富永Q兩氏

・旭川エス語髓習會

中央講師中衬久雄・向ってその右主催者小口多 

計士.左實科高女敎譲澤井一郞の諸氏

inimnmiiiiHimHiniiiniimmiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiin 

各地講習會I

Esperantaj Kursoj
luiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii1111111miiiiiiiiinniiiiiiiBiiinninniim^

小樽 堤氏指瀑。受講15人。熱のあること 

に全く懋かされるc山月 日ーヶ月の初等を 

終り、中等科に移る。（小樽エス會H.氏披） 

旭川9月Ĉ日16時から引日までエス普 

及會旭川支部主他第二囘初等講習會を實科高 

女で開催。受誰者16名。講帥中村久雄氏っ

宇都宮f宇都宮エス食〕10月1口から宇 

祁宮商業命議所で短期講習令開催。講師は椎 
橋、富永兩氏c中轸科は2ロから每週木曜。

久居（三重）初等=10月1C-16日、毎夜 

2〇・22時。會場文武館c講師靑木秋生氏。聽 

講者8名。C工藤鐵男氏報;） 

『み…齐〕鐵道技術9「鐵道

エス聯盟第二囘總 
會」★〔（）「鐵道とエス語一 

靑木武造」

艮陵（東北帝大醫學部）10 

「エス書信一束一保木四郎」 

★1!「或際話案先驅者として 
のライフ•ラッツの考察——鈴 

木幾多雄人「眞の幸福（エス 

齬から飜譯〕——岩木修平」、 
「エスによる國際通信一保 

木四郎」.エス會報吿。★12. 

:醫學部エスペランチストよ 

リ新入卑生諸君に」。「昭和六 

年度鰹發部豫算報吿」にエス

キ•Ŭ-X-キ•帳

語講習會補助2M%エス資料 
展補助3側。

交通の日本9「國際語—— 

甲南子」;
OHM !〇 Telefonio trans la 

Korea Markolo.

Der Bau〔英詰建築雜誌］ 

1〇月創刊、「エス講座」。

三重警友41「阈際語エス 
語と警察——南晶世」.；

札鐵敎習所同窓倉誌8「國 

語の更要性とエスペラント 
ーー靑木武造

大建每木.滿洲文化協會で輪讀.用書「ザ 

メンホフ讀本」。C大連エス會徳安氏報）

大阪COESĴ中僚=ラヂオ聽取者を目標 

として9月28 n-10月28 Ho毎週丿］水金。 

講師牧野縣吾.進藤靜太郎.松本观の三氏。 

受講者十數名C

京都〔龍谷大學エス會〕一時沈默してゐた 

が更生の熱意に燃え1〇月1〇日から!〇日間. 

初尊講習開ffio JBLE理事柴山慶氏、秋山文 

陽氏指導。受講者約苗名。用書「短期諜習書」 

★中等輪讀=每土、用書「ザ讀本」。（伊藤氏報〉 
豊橋西光导でラヂオ講座を聽講する者5 

名。屮2名は新同志。古い同志は文法の基礎 

と發音を確實にし得た。新同志中一名は講習 

後、隔噪.高橋哲次氏宅で「中等讚本」硏究。

吹田〔吹田鐵道エス會〕硏究會=每月曜!6 

-17時、工場會議室で。用書「イソッフ•物語」。

束京〔東鐵エス會〕翰講=每月曜.鐵道ク 

ラブで。（上記二件鐵道エス聯盟報）_____

丨新re !中外日報9•ミ〇.
〔廻I.凹」「何故に吾々は國 

際語エス語を提唱するか—— 

井上照月」

根室新聞9.30.-10.2.「工 

ス講習會開催に當って（國際 

補助語エスとは何んなもの 
か？ 一 野田喜三郞!o. t 

「エス溝和會を開く」。10- 2 

「エス話の講演會・」 .

根室日報!0- 2.「エス語と 

は」「エス語講習會と講演會」 
10 4.「エス語とは」

西部報知新聞!0 8—9.「國 

語の尊嚴を無視せる英學者 
—中西礎醒」
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★揭載料金學會會員外 FAPPCDnNBA D A V A 學會會員年一囘限り無料 
一河30錢・揭載誌贈呈 nviiIjorunVn r n n v ★二囘目から一囘ie錢宛

★本欄に揭載の方は少くとも一囘は責任をもって必ず返信のこと。違犯者は以後揭載お斷り★

し=letero, P. = poŝtkarto, IP< = ilustrita poŝtkarto, PM.=：poŝtmarko, E.=e^perantaĵo, G.= 
gazeto, F. = fotografaĵo, Mnr. = monero, dez. = dezi ras, kore.=korespondi (kun, per), iŝ.= 
interŝanĝi, bL = metu PM. hildofianken, k ol.=kolekti, kĉl. = kun ĉiulandaj (gesamideanoj^

Japanujo

S-ro M. Maebara, ĉe S~ro I. Okada, 536, 

Nozato-ĉo, Niŝijodogaŭa-ku, Oosak-si, 20-jara 

junulino, dez. kore. kci. ges-anoj.

S-ro Kacutaka Itoot Fukuromaĉi, Hikone, 

Ŝiga-ken, dez. kore. kun eksterlandaj ges-anoj 

per L. IP ktp.

S-ro B. Eno moto, Hitari, Kumano, tĴ aka

jama, dcz. kore・ kci. profesiaj stenografistoj, 

aŭ prefere kun Kuinazaki-stilaj japanaj steno

grafistoj ・

S-ro Kiĉiŝiro Joŝida, Kusaka, Saverimura, 

Iŭ：ifune-gunt Niigata-ken, dez. kore. kdl・ ge

anoj precipe kun kamparanoj.

S-ro Kazama-Tunehiro, Sakaimati-d6ri, 

Takejaniati sagaru, Kydtof juna kuracisto, 

dez.】& PL kĉl. (kvanto kontraŭ kvanto).

F-lo Toŝiro Inagaki, Hlsai-ĉo, Mie-ken, 

kompania teknikulo, dez. kore. kĉl.

S-ro Kawamura-Sin,itirol Sanko Esp. Grupo, 

Dai-San-KĉtdgakkĜ, Kioto. 21-jara lernanto 

dez. kore. pri muziko, vortologio kaj biologio 

kĉl. ges-anoj, precipe kun Tokianoj.

S-ro Masao Ogura, Takanosu, Niŝitomigun, 

Tojama-kcn, dez. kore. kun alilandaj geinstru

istoj pri edukado aŭ instruado.

Aliaj landoj

Nederlando^ Ilenrieto Wiersma, Schape- 

str. 3, Leeuwarden.

Ju^oslavujo, F-ino ヽVeisz B6zsi, Subotica, 

Boska Vujicŭ ul.6.

Norvegujo, F-ino M. Due, Inkognitogate

236 巧 Q.ln
Western Australia (ne Aŭstrujo!), S-ro C. 

ヽV. Scott, 3 Finlayson street, Subeco.

Ĉehoslovakujo, S-ino Y. Buka, ulice 2& 

rjina 1094, en Nymburk. dez. kore. L. PI* 

bfl. iŝ. F, metalajn Mnr., (nur per rekomen

ditaj leteroj).

HtlflgarujOj F-ino Banjo B4n (oficistino), 

Pestsfentimre Terencjozef u 35, Pest-pilis-soet, 

kiskŭn, Varmegye. B< p. ni.

Hispanujo^ F-ino Estrella Ilodrego, Strato 

Pignatelli 81,Zaragoza, dez. kore. kun japanaj 

fraŭlinoj.

Aむstrio. S-ino Jeanette Parnes, Wien X' I, 

Wich tel gasse 27/4 dez. kore. kun japanaj 

samideanoj.

Aŭstralio, Joab Elioto, 2 Cambridge St. 

Willoughby, Sydney, dez. sciiĝi pri japanujo.
■
Sveduĵo, Olov Johansson, KlockgjuUregatan 

25, Sundsvall, 32-jara telegrafoficisto, dez. is. 

pensojn kun japaninoj.

★ FOIREJO ★
三行一囘每に•會員20錢•仔員以外50錢

lav- kaj horloĝoltojn kun Ksp-etiketo 

vendas S-ro Minoru Jamada (del. de

UEA), Isahaja 21-ku, Naga^aki-ken. Favor-

prezoj por Esp-istoj! Agentejoj serĉataj en-

ksij eksterlande. Tuj detalon !

lteratura imondo------咋年度.若くは本年度

分一年分揃ひ、相當價格にて讓受けたし。

富山市屮千石町246富山エス會
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エスベラント初等讀物
小野田幸雄

La ĝusta tempo

Iam, en vilaĝa lernejo, la instruisto 

diris al la knaboj: —,, En la jaro 

estas kvar sezonoj. En printempo ĉio 

kreskas kaj estas multaj folioj en la 

ĝardenoj kaj sur la kampoj; en 

somero estas tre varme, oni tiam 

rikoltas la grenon; en aŭtuno estas 

ĉiuspecaj fruktoj, maturaj kaj bon

gustaj ;en vintro la vetero estas 

malagrabla kaj neĝo ofte kovras la 

teron. Nu, Paŭlo, vi ne aŭskultas! 

Leviĝu! Diru al mi, kiam estas la 

plej bona tempo por rikolti pomoj n ?" 

一 „ Estas kiam la farmisto estas 

hejme, kaj neniu hundo troviĝas en 

la ĝardeno ! u Respondis Paŭlo-

〔解說〕gustaが未知なれば例に依り 

保留して本文をす•ーッと見てゆく 〇

iamの代りに屢ぐfojeも使はれる〇 

意味は全く同じである。En printempo 

n Kを見ると;en somero; aŭtuno; en 

vintroと同一形式の繰返しがあるので 

此れに目を付けて文脈を整理すれば、

rcio kreskas
En printempo »kaj

' estas multaj folioj— ■
(en la ĝardenoj

—kaj
i sur la kampoj;

en somero estas tre varme, (oni 

tiam rikoltas la grenon;)

en aŭtuno estas ĉiuspecaj fruktoj,—

(maturaj
_ kaj

bongustaj;

(
la vetero estas mal

agrabla

kaj
neĝo ofte kovras la 

teron.

kreskiは「生ず、生長する」であるが 

kreskaĵoは普通「植物」の意に用ひられ 

る〇生長するもの必ずしも植物と限る譯 

でもないが一種の習慣である。エス語も 

此の世に生れ出でゝより五十年を經てわ 

るのでおのづと其の間にエス語風(espe- 

rantomaniero)と云ふものゝ 形作られ 

て來た事は止むを得ない。否、【上むを得 

ないと云ふよりはむしろ、吾導の先輩等 

は此の風を形り上げんと苦心慘恢して來 

たのであった。エス語の健全なる發展の 

爲今後も吾等は此の仕事に向って積極的 

に働き掛けねばならぬ。然しエス語はあ 

くまでも理論の上に立つ言語である。英 

語の勲語の樣に天から降ったか地から湧 

い仁か譯の解らぬ樣な表現法を遵入する 

事は極力排斥せねばならぬ。

folioは此等では「葉」であるがヽ本義 

は「平な薄い物」である。從て此れから 

「薄板ヽ紙菜、花瓣」等の意が出る。

(參考)folii文はfoliumi =頁を繰 

る〇 ĝardenoは「花園、畑」〇legoma 

倉ardeno=野菜畑〇 frukta ĝardeno=果 

樹園。築山あり燈籠あり、の純式の 

庭はkortoの方がよい〇

(kampo田畑

<kampulo田畑臭い人、田舍者ヽ野人〇 

(kamparo 田舍

kamparano出舍に住んでゐる人〇 

kampuloも都會に出ればkamparano 

ではない〇 urbano (都會人)も首にでも 
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なって田舍にひつ込めば矢張りkampa

rano. （kampa rano=田畑の蛙）〇

ĉiuspecaj fruktoj, maturaj kaj bon

gustaj =ĉiuspecaj, maturaj kaj bon
gustaj fruktoj ・

エス語の形容詞は屢々名詞の後に來る 

ので、初めの中は一寸ピンと來ない事が 

あるが、幾度も讀んで慣れる樣に務める 

事。.ヽ ・ •

kovriは上から「覆ひカヴせる」〇全 

體を「覆ひ包む」はtegi.
（冬考）kovrilo蓋、表紙〇 tegilo枕

袋ヽ褥覆。

Nu, Paŭlo, vi ne aŭskultas!
の語感をよく汲み取る弔。

Diru al mi, (kiam estas la plej bona 

tempo por rikolti pomojn ?) 

・次のPaŭloの返事は

(La plej bona tempo por rikolti 
pomojn) estas kiam —

la farmisto estas hejme,
kaj
neniu hundo troviĝas en la 

ĝardeno ? -
の略と考へる。

estas hejme は estas en hejmo でも 

よいが、多くは副詞にして用ひられる〇

（domo-建築物たる家屋

.1 hejmo家族に依って構成される家庭 

從てdomoを持たぬhejmoも有る譯〇 

troviĝi=sin trovi=esti

女iista 丁度の、正しい。（ĝustatempe 

折よく。siatempe 丁度適當の時に。） 

vilaĝo 村。rikolti 刈取る〇 greno 穀 

物。speco 種類〇 matura 熟せる。gusto 

味〇 vetero天氣。aŭskulti耳を傾ける〇 

levi 起す。- 宀 

（單語記憶法）

vilaĝo=vii（絨毛） + aĝ（歲）+,〇

sezono=se + zon （帶）+〇

autuno=aŭ -F tun （噸）+ 〇 

matura=mat （着、疊）+ ur （野牛）+ a 

vetero=ve! + ter （土地）+ 〇 

auskulti=au + s + kult （禮拜する）+ i 
說明は一切省く 〇斯樣なものは他人の 

こじつけを聞くよりは自分で工夫した方, 

が印象深いものである。此の法は逆に利 

用する事に依!）vilo, uroの様な□新し 

い語をも記憶し得られるしヽ其の上斯樣 

な分解法に熟逹すれば洒落等も容易にU 
を衝いて出る様になる。然し此れはあく 

までも單なる方便に過ぎぬ事ヽ決して語 

源學に立脚した純正なものでない事は常 

に念頭に置かれたい。

〔譯〕鬼の居ないうち

或る時、村の學校で先生が小供に云っ 

た。「一年には季節は四つあります。春に 

は何もかもが伸びてゝ園や田畑には澤山 

の葉が緊ってわます。夏は大變耿くて穀 

物の取入れをします。秋には色々な極類 

のゝ熟したおいしい果物が實ります。冬 

はいやなお天氣で屢々地面が雪で覆はれ 

去す〇おや、パウロさんヽあなナニは聽い 

てゐませんね。お立ちなさい。林檎を採 

るに一番良い時は何時か、云ってごらん 

なさし、。」「お百姓が彖に居てゝお庭にー 

匹も犬の居ない時です。」とパウロは答

「エスペラント童話集」 

の著者から
學會發行『初等エスペラント童話集』 

118頁埋草中の arkitekturo は arkitekto 
の書き誤りでした。なほ『エスペラント 

童話讀本』1〇頁3行口行首Ieと見える 

のは de、27頁12 行目 multajn brav
uloj はmultajn bravulojnの誤植てす。 

訂正します。____________________ （J・•・）.
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分 詞、混'成 
動 詞 （IV）
—初等エス作文の練習ーー

時:;仁

小此木貞次郎

此の初等作文欄に於てヽあらゆる行を 

例文及び課題文で滿さないでヽ文法的說 

明を附加する理由はヽ限られた頁に一定 

の文法的形式を組織的に列べる際にはゝ 

どうしても代表的例文により、他の多く 

の同樣の用例に代へヽそして之等の例文 

に共通して貫くものはその題目たるべく 

文法に基礎をおくからである。それ故初 

步の方は文法の說明は後廻しにして、先 

づ例文を充分ゆっくり了解して行って頂 

夫から後之等を統一して理解す

るために文法的說明を讀まれたらと思ふ 

分詞（Participo）とは動詞と形容詞と 

の性實を兼有するもので卽ちverba ad

jektivo （動詞狀形容詞）である。Esp・に 

あっては次の接尾字がヽ他の國語の語尾 

一般（英:發動一ing,受動 rd ;獨:

發動—end,受動ge—t）に代はる〇

現行
（現在） （過去）

未然 
（未來）

發動 一ant- —int- ―nt-

受動 —at- —it- —ot-

卽ち元來の形容詞には現在ヽ過去ゝ未 

來の「時」の觀念が全然はいってゐない 

故、この「時」の觀念を含める時に此等 

の接尾字が動詞に附せられる。尙上記の 

接尾字に〇©を附してそれぞれ名詞ヽ 

副詞としても用ゐられることはロ常滓山 

實例にぶつかってゐる筈です。

flua akvo
fluonta akvo 
fluanta akvo 
fluinta akvo

發動

流れの水 

これから流れる水 

今流れてゐる水 

旣に流れてしまっ

た水

"batota hundo打たれようとして 
る夬

受動＜ batata hundo个打たれてゐる犬 

batita hundo旣に打たれて了っ 
. た犬

1） 將に球を捕ペようとして私は

地上に轉んだ。 ・'

球を捕へるkapti pilkon,地上に轉ぶ 

fali sur la teron, renversiĝi sur la 

tero.捕へる事がぶ然である故—ont-で 

あり、文章の上からは副詞の形であるか 

らkaptonteとすればよい〇

Kaptonte la pilkon, mi falis sur la 

teron.

2） 僕はエスペラントで書いた手 

紙を受取った。

受取るricevi,…・て書いた手紙は 

letero skribita en Esperanto であるこ 

とに注意されたし。日本語では發動と受 

動を言葉の上でハッキリ區別する時と、 

しない時があるからである。例へば「咋 

日買った本」と云っても實は「昨日（誰 

かによって）買はれた本」であるからla 

libro aĉetita hieraŭ でなければなら 

ぬ〇之に對し、「買った人」はaĉetinta 
homoで覆動である。かうした際義々は 

エスペラントを用ゐるに口本語を直譯す 

ることを避けて、常に理窟に合つ仁表現 

をするやう尼、掛けねばならぬ。

Mi ricevis leteron skribitan en Es

peranto. '
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3）彼に打たれて（了ってから）私 

は泣き出した。

彼に（よって）de li,泣き出すek
plori.

Eat让e de li, mi ekploris.

曾てある講習會で

Johano estas batanta Markon・ Tiam 

Johano estas batanto, kaj Marko 

estas batato.
・を解釋する番にあたった妙齡のお孃さ 

ん。譯して日く、

「ヨハノはマルコを打ちつ、ありま 

す。その時ヨハノは打ち手であり、マ 

ルコはサツマイモであります。」 

とは噓のやうな本當の話し。けだしba

tato はクレオパトラ女王以來御婦人の 

好物ですからね。

混成時（miksitaj tempoj）は分詞接尾 

字のついた形容詞と動詞のest—の結び

ついた形で次の36通りの場合が生ずる〇

\(i
'未來

接 現在

法
•過公

假 定法

命 令法

不 定法

estos 

estas 

estis 

estus 

estu 

esti

—onta

—anta

—inta

上記の36通りをこゝでー/練習する 

ことは不可能であるし、艾假定法、命令 

法にあっては夫々、旣に動詞（II）, （III） 
の項でやった。尙混成時はその形が簡潔 

を缺き重くるしい故ヽ前後の歸!係で分る 

場合には之を避けた方がよい。

4） 君は何をしてゐ汇カ、。灿で働 

いてゐました。

之は過去で動作は現行である故

Kion vi estis faranta ? — Mi estis 
laboranta en la kampo.

これなど英語でWhat have you been 

doing ?として進行形現在完了といふ。 

他の國語の現在完了ヽ過去完了等の用法 

には夫々特異な用法があbゝ各國語必す 

しも同じでない。（例へば獨語にあって 

は英語などより現在完了を廣く過去の場 

合に用ゐる。）それ故Esp •にあっては 

論理的に考へてヽ「峙」の未來、現在、過 

去に關珮して、動作の未然、現行、完了 

の中の何れであるかを考慮すればよい。

5） 消防隊がついた時は、家はも

う燒け落ちてゐた。

消防隊（fajr）estingistaro. （estingi 火 

を消す。fajro火事）。もうjam,燒け 

落ちる esti forbruligata.

Kiam la fajrestingistaro alvenis, 
tiam la domo jam estis forbruligita.

・   ------------ — ————
6） 明日會が開かれようとしてめ

る時、多分彼は此處へやって來るだ 

らう。 - ；
・一 __ l _ - ——「一・     - ■ ———

會が開かれる Kunveno estas mal
fermata, 多分 eble, lau mia supozo, 
之は時は未來で動作の未然の場合である

Kiam la kunveno estos malfermota 
morgaŭ, li eble venos ĉi tien.

7） 諸君は明朝宿題を全部終へて

了ってゐなければならぬ。

宿題hejmtasko,不定住混成時の例〇 

Vi devas esti finintaj la tutan 
hejmtaskon morgaŭ matene.
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R ざ L
（1）

Rは舌又は口奧の振動によって生ず 

るブル、、乃至ゴロゴロと云った樣な振 

動的なラ行音である。H木人には舌の振 

動によるもの、方がやりよいと思ふ。先 

づ舌の先を口蓋の方へ卷き上げ氣味にし 

その瞬間に强く呼氣を出せ。然る時呼氣 

は舌先にぶつかり,舌先はフル、、と振 

動するであらう。但し此の時舌先は口然 

のまゝに柔く持すること。こはばらせる 

と振動しない。先づ呼氣のみで何度もフ 

ルルと舌端が振動出來る仝で練習。次で 

有聲の呼氣（聲）でra, re,… と谖音 

して見よ。（丁度江戶ツ子のベランメエ 

の卷舌式ラ行音）。

然し障子の破れが風に嗚るやうに舌先 

をあまり細く振動させては發音が氣障で 

磁心しない，これはスコットランド人に 

ある癖である。尤もĤ本人には先づ诡イ以 

も出來ぬが,勿論眞似ぬがよい。

南イングランド人は舌端をあまりブル 

ルヽ振動させず,舌を上へ卷きあげて舌 

の上面を匙のやうにくぼめ,舌端に呼氣 

聲を打ち當てて發音する。卽ち連紹的振 

動でなく謂は'一囘で潑くのである。こ 

れは下手をするとLと區別しにくい事 

がある。依て口本人は上記舌端の振動に 

よるR音を練習するがよからう。然し 

練習してもどうしても舌端をふるはすこ 

との出來ぬ人は舌の先を上に卷きあげ之 

を呼氣（聲）で强く潑き出す樣にしてす 

ませてもよい。（この時舌面を少し中凹 

にする氣味にすらがよい。Dの音は旣 

に述べた如く舌先を口蓋につけ之を有聲 

の呼氣で突破する音である。此の時舌端

K. 0 s sa k a

は平に口蓋につく。Rは舌端を平につけ 

ず,單に凹めるやうにして卷きあげる。 

九州の人でラ行音とダ行音とを混同する 

者あるは此のためで注意せねばならぬ）。

ロ奥振動のR音は口蓋の後部の柔い 

所（俗に『のどチンコ,のど彥』）に呼氣 

聲を打ち當て振動させる。ロ奧がゴロゴ 

ロ,ガラガラと嗚る音である〇フランス 

人,ドイツ人など，殊に都會人がよく用 

ひるR音。優雅で一寸乙な音で,Ĥの 

音を有聲にし,もっと强く振動を加へた 

様な音である（從って下手にやるとG音 

に似てくる）。然し此の音は日本人には 

一寸むつかしいであらう。

此の如く R音は日本人にとって中々 

むつかしい音である故，充分練習をする 

必要がある:一先づ舌を卷きあげて呼氣 

を之に打も當て無聲のまゝフルヽヽと舌 

を振動さす練習をせよ。次に聲を出して 

舌を振動させつゝロを大きく,aの□形 

に開く: ra.次は舌を振動させつゝロ角 

を左右へ引くやうにしてI」を狹め,ie 
□形にして:ri. 口を丸くすぼめuの 

【1形にして:ru.前二者の夫々中間口 

形で:re, to・ Ruĝa, rumo, ronki, 
roto, rimo, rigardi, resti, remi, 
rado, rat〇.

［注意〕南イングランド語では!•が母 

音につ、くときは消されるが,Esp.で 

はrは常に明瞭に舌を振動して發音せ 

よ:birdo （びールど;aは短く,然しは 

っきりと），lord〇,larĝa, perfekta （ペ 

ルふ工ークĴZ）, internacia （いヌてんなれ、一 

あ），super. （次號につヾく）
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諺 の

Dio orfojn ne forgesas. 
親はなくとも子は育つ。

神は孤兒を忘れ給はずの总。類例:

Dio donis infanon, Dio donos por 

ĝi panon・
神樣が子供をさづはて下すったからに 

は子供にパンを下さる筈（餓させ給はぬ）

Dio基督敎の神を指す場介には特に大 

文字で書き，冠詞をつけず,卽ち固有名 

詞扱ひにする（その代名詞も敬って大文 

字で書くことが多い）。但し前又は後に 

形容語を置く場合には一般の固有名詞と 

同樣冠詞をつけてよい。

Petu do la bonan Dion, ke li donu 

al mi prosperadon! （FI 36）

神が（li;人文字でしiとしてもよい） 

私に成功を與へて下さるように神に祈っ 

てくれ。

Li preĝis tie al la Eternulo, la Dio 
eterna. （Gn. 2133）

永遠の神エホバに祈った。

Glorata estu la Dio de mia sinjoro 

Abraham. （Gn. 2727） ■
御主人アブラハム樣の神に榮えあれ。

匚比較）La bela Sara kuŝis sveninte, 

pala kiel morto. （Rn 39）
美人サラーは死人の様に蒼ざめて氣絕 

して橫はってゐた。 •

Ne atingos krio ĝis la t rono de 
Dio.

叫聲は神の御座迄はとじかぬ。

實力なくてたy悲嗚をあげ仁とて助け 

は來ぬの意。同類:

研「究
K. Ossaka

Senfara plendo ne estas defendo. 

行動を伴はぬ（senlar^）訴へは防禦 

にはならぬ。

Malfeliĉo venas sen alvoko. 
不幸は呼ばないても來る。

Voki高聲で呼ばはる;afvoki呼びか 

ける,（來いと）呼び寄せる。・ *

Kaj Dio vokis al li el la mezo de 

la arbetaĵo. （El.4）
簸の中から神樣が彼を（來いと）御呼 

びになった。類例:

Ne atendis, ne esperis — malfeliĉo 

aperis.
待ちもせず，望みもしなかったのに 

——不幸がやって來た（出現した）。

“ atendi （來るのを）待つ,待ちもうけ 

る -

esperi （さうあって欲しいなアと）希 

望を抱いてゐる;espero希望 

deziri欲しがる,（欲して）望む;

deziro欲望

Kontraŭ bato senatenda ekzistas 

nenia defend〇. ；' '■-

不意打ちの（sen'atend'a）打擊には何 

等の防禦も存在せぬ（防ぐことは不可 

能）。

Ĉiu por si — por ĉiuj Di' 
我れ先き

各自自分の身を守れ,他のすべての人 

は神樣が守って下さる,卽ち自分の身だ 

けしか守れぬ,他人はどうなららと知ら 

ぬ意。



卩」册刖侧!UI］脯lilTFI側刖叫GII 11IT训MU;曲I呱闭制I和!lii |湖淵I f ;纽ITIiUil I曲.側II;伽川!》IO 11«曲1阳1：1口观临即11;口『I帥;曲曲酬涮㈣憎じ雪

下村芳司譯註

ン初等エスペラント童話集 

Facilaj Esperan taj Fabeloj 
Kompilita de Joŝiŝi Ŝimomura

裝釘瀟洒・四六判125頁・定價60錢•送料4錢

別冊厂エスペラント童話讀本」の講義篇ごして出されたも 

の。エス文は我國エス飜譯界の花形下村芳司氏の筆になり. 

Literatura Mondoの御大K» Kalocsayの校閱を經たもので 

あるから文體極めて新鮮。これに和譯を施して對譯ごし親 

切な詮釋を加へ元初中等むヨの好讀物。獨習用ビして.厂エス 

ペラント童話讀本」使用の講習會の指母者用ごして好評嘖々-
ご

別册敎科用篇

エスペラント童話讀本

定價20錢•送料2錢 ・

--------------------

財團法人日本エスペラント學會發行

東京市本鄕區元町一ノニ四

振替東京11325番 電話小石川5415番
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際語論集高木弘・井

日 際語

1

E ・スビリドヴィッチ原著（畫語）

上英一共譯

語學£
四六判假綴180頁・定價70錢・送料6錢

新しい言語理論の上にうちたてられた國際語理論の確立 

これが本書の目ざす目標だ!

國際語問題に認識不足の在來の言語學な木つ葉微塵にやっつ 

けてゐる本書のこの譯本を世に送るや.はたして暴風的セン 

サチーオをま§おこし.エスペランチストにしてスビリドヴ 

イッチの名を口にしないものはないまでになった。

下記は反響の一つである。

貴會發行の「言語學と國際語」はエスペルセン号ソシウカ僚々の言語學 
に中毒してゐる我ら英學生には大へんよい參考看ですから是非英語雜誌 

界の權威「英語靑年」及び何か東京の新聞へ御廣吿下さい。賣れること 

請合ひです。（以下略）

國際語論集……1

國語の擁護を論じて國際語に及ぶ
四六判58頁・定價20錢・送料2錢 

我國のエス語運動は再び危機に臨まうとしてゐる。この重大な時機に際して 

我等は如何にEsp.を防衞すべきか。認識不足者の誤解をとく鍵は本書にあ 

る。彼等に對する宣傳書として本書は最も効呆的である。

1 932年版 年 魏 
瀟洒な菊半截判!12 R 〇定價20錢•送料2錢 

エスペラント運動史年表

國際語エス話•運動史、日本エス語運動史、一般史對照 

世界のエスベラント

運動のめ心機關、エス語蘇誌

日本のエスペラント .. “

各種エス團體及び地方會名簿

エスペラント運動のABC
エス語の學び方ヽ地カエス令の運勤法・會合の遊燼等

• ■ ' ■ 

學會會員にはラ・レヴォ•オリエンタ十一月號に添へて無代配布。 

今年中に學會に入會され忆方にはざなたにも-一部づつ差上ます。

覺斋史于彎盘默日姦はスへフント學會 上荐東京11325番
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Stellan Engholm :
Literatura Mondoの懸賞當選小說〇 

1932年エス原作界の最大收獲はこれ!

HOMOJ

SUR la TERO
Al Torento の Stellan Engholm, 

Per Balono al Poluso の譯者〇 

名嬖-・世に輝く北歐エス界の俊才ゝ 

彼の名は今更說明するまでもない。 

興味深き筋の連び、新鮮なる文證。 

あへて日本の同志諸氏に推獎する。

四六判美裝二百頁 

定價三腳・送科六錢

A・ A. Suhanov:

La Unua Soveta Blumingo 定價35錢・送料2錢

「再建期の技術は總てを解決うる ——スターリン。驚嘆すべき五ケ年計畫の 

遂行は人間力と機械力との完全な協働の結果である。本書はその人問紀上にお 

ける偉大な仕事をたすけ.重要な役割を演じてゐる機械の一つ分塊壓延機の說 

明である。詳細な說明圖數個を入れ、百五十前後の術語には露。英・獨・佛の 

譯が加へてある。エ學方面の人々はぜひー讀されよ。

Papin!: HISTORIO de KRISTO
四六大判600頁・定價ハ圆四+鏈・送料二十一錢

これは南歐の文豪パピニが人間のたましひへ訴へる書である。クリス 

ト敎徒はこれによって信仰を新たにしなければならない。反クリスト主 

義者はこの中にクリスト敎攻擊の新らしい角度を發見しなければ認識不 

足の誹りをまぬかれ得ない〇何人も讀め〇

R. Haggard： LUNO de IZRAEL
四六判220頁•定價上製三 四+錢・竝製ニ 四十錢•送料各六錢

映畫「イズラエルの月」となって熱狂させた文豪ハガードの傑作。興 

味深き古代ユダヤ人にからまる「出埃及記」物語。

東京市本鄕區 
元町一 ノニ四 翼臭日本エスペラント學會 電話小石川5415番

振替東京11325番



エス話同志の書架になくてはならぬもの!

エスベラント•キボ"・シャ 月刊エス語硏究誌 年1,20 —

初等エスペラント講習讀本 初等講習に最もよい讀本 020 2

同 講習讀本講捷 同上講師參考用 020 2

初等エスペラント補助讀本 課外讀本として日常用句を收む…040 4

ェ ス 譯「嬰 殺 歎曲。會話練習に最適 0.30 2

ェ 譯J 枚の 切 符」 探偵小說。中整程度 030 2

ェ ス 譯厂黃 金 假 歐洲で好評の長篇卸奇小說 1.00 6

廉京市淀橋區西大 釜也刊・中 坤 振替東京16248番
久保町一 丁目四五ハ 和 F 川L M4 /0C 亦!、 帝話四谷 673番

SABUKO KOGA

DEZERTO
Trad. de Ŝoose Minami

定價25錢•送料2錢

九ケ月にわたり「レヴォ」に連載 

されゝ同志がよるとさはると話題 

の中心となり、全國の讀者がひと 

しく肌に粟してヽ結末い加にと、 

一H千秋の思ひで、その大團圆を 
待った問題の探偵小說ゝ巨星甲賀 

三郞氏の傑作「荒野」のエス譯が 

單行本となって出ました。

三重縣飯南郡花岡町字內五曲 

發行所 南 晶世 
ーー日本エスペラン|學會ても取次ぎますー

本學會出版物 

および 

本學會取次ぎの内外のエス書籍

數百種をおさめた 

圖書目・錄は 

二錢切手封入お申み下さい

日本エスペラント學會

東京市本鄉JS元町一ノニ四



15 H本エスペラント學會發行圖書其他
〔束京市本鄕區元町1の24 •電話小石川5415# ・振替東京11325番〕 

スベラント捷徑 
スペラント講座 
撰エス和辭典

回

ェ
X 
新 
新撰Hス文手紙の書方
エスペラ・ント講習用書 
エスペラント短期講習書 
ェ
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撰

ラント初等讀本 
ラント中等讀本 
ンホフ讀本 

ップ物語 

ラント發音硏究 
和エス辭典新

鮎字エスペラント文法"ト辭典 

エスペラントやさしい讀み物 
愛

リ
ェ
歐
國語の擁護を論じて國際語に及よ

の人ザメンホフ 
ングワ'イ・レスポンドイ 

スベラントの鍵 
羅巴親類巡り

最新最良の獨習;5 ..........上!.00並0,50M
外國語も知らR人の獨習講義錄......050 4
語數豐富、逻認正確 ……上0.30並0.60セ 

書簡百科辭应の觀•四六判370頁……1-20 
文法敎科書ご證本さむかa................ 030
大もな活字で要領よく編輯い:...... &20
狐繪入程度低く小中學生にも適す……0.30 
興味深き證み物敷十爲を收む....... 〇・30
......全3卷・各卷0.20 （2）合卷050 
脚注付.講習讀本並に獨習好適..... Ŭ25
エス語發音上の匪問む氷解す........0.30
見出語數6萬・出典明示.E卩刷鮮谢…印刷中 

盲人用83習書兼字引................. 1.03
笑话廿二篇を對譯詳註し興味倉溢……0.10 
エス語創案者ザ博士の傳記.......... aso
ザ博士の言語上の解答も蒐む........ 050
文法及三千五百語を含む小辭典宣傅用aos
エス語のみでの世界旅厅上095业0.85各8 
然板傅士の歷史的大論文其他を收む0.20 
エス睡大舉中腐........ 0.63
卜對坯詳註畫書--------

4. 代理 通 課
5. 變ろみ處种わり
6. レイモント短篇集
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ス耀佛說阿彈陀經・•…0.15 2
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-0.40
••015
•020

••0.15
•••0.70

マテオ•

蟹
彳

ファルコネ 
半 
法

詩器
040
1.50 
040

骨 の 

敦

算

ラ シ

の

塔 

ヤ 

中

2
2
2
2
4

骸

倫

グ

中村精男博L遗号

エスペラント單語カード 
スペラント文例集 

メンホフ肖像 
コード｛孟 

傳句入横皋
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2
2
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2
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4
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2
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惜みむく愛は奪ふ.......... a?5
ベルダ•カルト...........1.00
綠 葉 集..........〇«80
□本民族の起原.......... 0.10
Ŭ 本刀槪說.......... 0.15

七百二十語に一々用例花示す........ 170
カードミ同一内容の本............... 100
鳶眞版............................ 〇-15
小坂氏吹込兩血........ 1.20 40（内地外80）
獨唱・兩面............ 1.50 40 （內地外80）
20x20天糊附100枚0.18バラ10（'枚0.16各6 
正百枚一册.......................... 〇-2J 4
ハ十枚入 袋........................ 0.23 2
四枚一組三色刷エス說明入........... 0.10 2
樂譜及木版畫入、二色刷……10枚送料共0.15 
乙植。背廣用） 各（送料共丿……03J -
丁種（背廣用持製）各................aso 3

カフスボタン（箱入一 W1.20 6 ネクタイビンC送料共：）0-30
0.15 -

ス演說金・蜀 
x?ro, Tagiĝo 
:原稿「紙 

ペ ラ ン ト 便 

ペラント封緘 

風景風俗工ハガ 

譯君が代エハガ

一二I甲楠（安全ピン止） 
星 早I丙桶（安全ピン止特製）

星 旗 紙製綠地に白く「エスペラント」ミ拔く。十枚（郵靈共）・ 

ーー〔詳細內外エス書圖書目錄ニ銭切手封入お申込み次第送呈〕



La Revuo Orienta— «nata organo de Japana Esperanto-Instituto,
Hongoo-Motomaĉi I, TOKIO. Japanujo; abono interaacia 7 svis. fraokof
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毀日本エスペラント學會
東京市本鄕區元町一の二四

—【電話小石川（85） 541 5番——旅簪口座東京11325番】一 

的エスベラントの普及、研究.實用

エスペラントに關する各積の硏究調査及其發表 

雜誌及圖書の刊行等

講演會・講習會の開催及後援

其他眾會の目的も達成するに必耍ミ認むる事業
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尙ほ本會に關する詳細及び本會發刊書並に內外エス 

ペラント圖書目錄は郵券二錢封入御申込み下さい

驚くべき廉價なる初等學習及宣傅用雜誌

初等エスペラント
本誌しa Revuo Orientaの初等向の頁を拔き・卷頭言■等を附したもの 

每月五I】發行 表紙共毎號十六頁

誤らざる學習の指升•一懇切むるŜS學の伴侶 

購讀料| 一年分僅かに六十錢半年分三十錢 

本誌の弟分化る「初等エスペラント」を愛護して、宣傅しませう 

.- （見本は郵券五錢封入御申込み下さい）

本會振替（一般會計用東京11325番 

口座番陵I基本金專用東京32089番

本誌購證料（郵視別）

一部 H020
圖書目錄及本伶 

の詳細に關して 
は二錢切手封入 

申込まれ7:し〇

牛年分 0 1.20

一年分 n 2.40
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昭ifi七甲十一h -aa«

S^A大井 ・
玄京田・三・町三ノ ー阿夭 

印刷人 竹 田 佐 藏 
（ 圧 印 ・加 
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